
【時間】 9:00～15:00（雨天決行）
【会場】 日進市役所、あいち尾東農業協同組合 日進支店周辺
　　　 日進市民会館、日進市スポーツセンター、市立図書館
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1   名鉄「日進」駅

2   てるかガーデンデザイン
3   菓宗庵 日進店
4   TAKUHO de リノベ

6   折戸宝泉寺

7   折戸八幡社

5   木のおもちゃ屋さんkenkobo

9   織工房megri
8   galleryすばこ

10   株式会社伊藤段ボール工業所

11   あんこ椿

12   あいち尾東農業協同組合 日進支店

13   日進市役所（市民まつり）

14   旧市川家住宅

15   Tone Wood
16   マスプロ美術館

17   浅田八劔社

18   ふとんの福安

19   レトロでんしゃ館（名古屋市 市電・地下鉄保存館）

20 プライムツリー赤池

日進市民会館日進市民会館

※グランドゲートと駐車場を通り過ぎると
　ゴール(テラスゲート)があります
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2018年
11月18日切り取って、

おたのしみカードに
貼ってください。

集合場所・スタート（名鉄豊田線「日進」駅北側ロータリー）9:00～10:00　受付後、順次出発

ゴール受付 プライムツリー赤池 テラスゲート 12:00～15:00

緊急連絡先 ： 090-8951-5998(当日のみ)

2018年

 11   18  
(日)

日進のものづくり魅力再発見！
工房や企業ミュージアム、市民まつりをめぐるコース

約8.5km
歩行のみ約2.5時間

飲食店昼休憩OK解説あり 有料施設ショッピング トイレ体験 リストバンドorマップ提示で特典ものづくり見学N

　このウォーキング事業は、今注目されている「産業観光」の一環として、街道観光の要素を
取り入れ、日本の近代産業の発展を支えてきた多くの産業文化財を中心に、製品づくりの現
場など街に点在するものづくり文化に触れて愉しむことを目的としています。
　主要なスポットでは専門家が産業文化財を説明し、参加者の知的好奇心に応えます。
ウォーキングで健康増進しながら、地域の文化を深く知り、見慣れた街を再発見しましょう ！ 

■開催趣旨
1）マップ上の信号名を確認して歩いてください。
2）安全のため、交通ルールやマナーをご遵守ください。
3）水分補給をこまめになさってください。健康管理は自己責任でお願いします。
4）歩道のない道も歩きます。車の通行に気をつけていただき、
　安全確保は自己責任でお願いします。

5）説明スポットで専門家の話をお聞きください。
6）ゴールの受付は、12：00から開始し、15：00で終了いたします。
◇昼食は、各自でおとりください。
◇トイレはコースマップでご確認ください。

■ウォーキング参加上の注意事項
■主催：「ものづくり文化再発見！ウォーキング」実行委員会
　　　　愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、（公社）日本観光振興協会中部支部
 　　　（一社）愛知県観光協会、（公財）名古屋観光コンベンションビューロー 、（株）カーネルコンセプト
■共催：中日新聞社　■後援：日進市、日進市商工会
■協力：中部産業遺産研究会、キリンビール（株）名古屋工場、タンドリーキッチン日進店
　　　 （一社）日本ボーイスカウト愛知連盟、プライムツリー赤池

※11:40までに日進市民会館(まつり会場)を通過してください(11:40に矢印をはずします）

※12:10までに日進市スポーツセンター（まつり会場）を通過してください（12:10に矢印をはずします）

※12:30までに13（まつり会場）を通過してください（12:30に矢印をはずします）



2018年
11月18日

ゴール受付 ・・・12:00～15:00 まで

2   てるかガーデンデザイン

1   名鉄「日進」駅

ヒートアイランド現象の緩和をめざした都会の庭づくりで、緑のある
空間を提案。建物に優しい屋上・壁面緑化システムの薄層・軽量MP緑化
に取り組んでいる。

3   菓宗庵 日進店
貴重な純系名古屋コーチンの卵を100%使用したお菓子づくりの元
祖とされる和菓子店。「純系名古屋コーチン卵 カステラ」は「究極のお
土産」ノミネート商品。

4   TAKUHO de リノベ
拓穂工務店のリノベーション・リフォーム部門を今年の夏オープン。当
日は1F「オーダーメイド空間」とインテリアショップ、3Fモデルルー
ムを見学できる。

約5分約400m

約2分約100m

約40m

渡辺代表が解説　9:00～10:15

スタッフが解説　9:00～10:30 試食サービス

林取締役が解説　9:00～ 10:30

※11:40までに日進市民会館 (まつり会場 )を通過してください
　(11:40に矢印をはずします）

※12:10までに日進市スポーツセンター（まつり会場）を
　通過してください（12:10に矢印をはずします）

※12:30までに13（まつり会場）を通過してください
　（12:30に矢印をはずします）

ゴールまで約8.5km

所要時間は目安です（80m=約1分で計算）

5   木のおもちゃ屋さんkenkobo
予約半年待ちの木のおもちゃ屋。店主の山口氏が孫の滑り台をつくっ
たことがきっかけで開業。夕方になると、工作をする子どもたちでにぎ
わっている。

約5分約350m

おもちゃづくりを見学 山口店主が解説　9:10～ 10:40 

6   折戸宝泉寺
戦国時代の武将丹羽氏従（うじより）公の菩提寺として文明3（1471）
年に開山。当時は萬年山長松寺と称した。本堂は天明4（1784）年建立
の総ケヤキ造り。

約11分約850m

住職が解説　9:30～ 10:30

7   折戸八幡社
かつて折戸村に存在した吹上城の城主丹羽氏従が武運長久と万民豊楽
を祈るため、創建したと伝わる。長い階段を上った高台にあり、市街が
一望できる。

約1分約70m

氏子総代が解説　9:30～ 11:00

約13分約1km

8   galleryすばこ
元縫製工場を改築した「Kibaco」の1Fにある陶芸作品のギャラ
リー。同じフロアには昭和レトロな家具や雑貨もあり見ているだ
けでも楽しい。

9   織工房megri
「さをり織り」は大阪の城みさを氏が考案した現代手織りの一つ。壁一面に
あるカラフルな糸から自由に選んで思いのままにはた織りを楽しめる。

さをり織りを見学 小泉オーナーが解説　9:40～ 11:30

機織り体験 (コースター等 )500円

9:40～ 11:30

工場見学 (当日稼動してないが、一巡できる )

社員が解説　9:50～ 12:00

10   株式会社伊藤段ボール工業所
昭和5年創業の老舗段ボールメーカー。「簡易間仕切り かんたん君」は避難所で
のプライバシーを守り、エコノミークラス症候群予防効果も期待されている。

約8分約600m

11   あんこ椿
愛知県唯一特区の濁酒・ワイン製造許可両方を得た椿酒造の杜氏眞柄
文子（まからふみこ）氏の店。同氏は味噌づくりなど発酵食文化や天然
酵母パンづくり、デザイナーなど多方面で活躍。

約4分約250m

眞柄代表取締役が解説　10:00～ 11:00

12   あいち尾東農業協同組合 日進支店
地域のインフラ的機能を担い、金融・貸出・共済事業を中心に事業展開。
併設の日進園芸センターでは、「こしひかり」「あいちのかおり」「ゆめま
つり」をブランド米「花の膳」として販売している。

約3分約170m

にっしん市民まつり(産業まつり)で餅つきやボン菓子づくりを見学

13   日進市役所（市民まつり）
毎年11月の第3日曜に日進市役所周辺を主会場として開催。商工業、
農、食、文化、芸術、スポーツ、読書など、日進の秋を堪能できる。9～15
時開催。雨天決行。

約1分約80m

確認中

14   旧市川家住宅
1769年建造。江戸時代中期の構造が往時のままに残った歴史的建造
物。主屋は5年前に国登録有形文化財（建造物）に登録されている。入館
無料。

約17分約1.3km

常駐のシルバー簡易ガイドが解説　10:10～ 13:00

約3分約180m

15   Tone Wood
全国でも数少ない“だれでも体験できる”楽器製作所。アフロディーテ
の竪琴（ライアー）やハンマーダルシマー、ギター製作教室他、ライブも
開催している。

ギター製作を見学 日比社長が解説　10:20～ 13:20

16   マスプロ美術館
マスプロ電工（株）の創業者端山孝氏が収集した陶磁器と浮世絵
を所蔵。浮世絵は、約4千点のなかから常時600点を展示。幕末・
文明開化の浮世絵の数では日本最大級といわれる。

約1分約80m

社員が解説　10:20～ 13:30 入館無料(休日特別開館)

17   浅田八劔社
浅田区に多い姓の浅井氏は、浅井長政の子孫であると伝わる。毎年10
月に開催される棒の手は「オマント」の献馬を警固するという意味で若
者が演じる武技の芸能。

約7分約550m

18   ふとんの福安
広い店内には、ふとんから枕まで手づくりの寝具が並ぶ。自分の好みに
合わせて、新品だけでなくリメイクも手がけ、リピーターも多い。 

約6分約450m

ふとんづくりを見学

キャンディ・わたの種プレゼント

福安社長が解説　10:30～ 14:10

19   レトロでんしゃ館（名古屋市 市電・地下鉄保存館）
戦前から名古屋市内を走っていた市電や地下鉄車両とその台車を
展示。車内を見学できる。鉄道模型ジオラマ，地下鉄運転ゲームな
ど本物に触れて学べる施設。入館無料。

約10分約750m

20   プライムツリー赤池 テラスゲート
昨年オープンした大型ショッピングモール。（株）セブン＆アイ・ホー
ルディングスによる東海地方へは初の出店で、幅広いカテゴリの店が
集結している。

約10分約800m

ゴールまで4km

ゴールまで2km

飲食店昼休憩OK解説あり 有料施設ショッピング トイレ体験 リストバンドorマップ提示で特典ものづくり見学


