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神山小学校神山小学校
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「尾張一宮」駅「尾張一宮」駅

「名鉄一宮」駅「名鉄一宮」駅

葵公園葵公園

一宮市役所一宮市役所

宝物館宝物館

セブンイレブンセブンイレブン

ファミリーマートファミリーマート

交番交番

カネスエカネスエ

1   シビックテラス

2   大口屋 一宮店（　 愛知ブランド企業）

3   藤田金物店

4   一宮地場産業ファッションデザインセンター

6   国島株式会社（ 　愛知ブランド企業）

7   のこぎり二

8   Yut＠cafe ゆたかふぇ
9   たまご屋さんのシフォンケーキ 『Sayuri's chiffon』

10   茶房＆アートギャラリー あきしの庵

11   和菓子いちの

12   地蔵寺

13   豊島記念資料館

14   Re-TAiL（リテイル）

15   一宮ブルワリー（com-cafe三八屋）

16   文光堂

17   後藤商店

18   安藤鰹節店

19 オリナス一宮（旧名古屋銀行一宮支店） 

20   鉄道模型カフェ浪漫

21   真清田神社

5   西山浄土宗 法圓寺

ゴール受付 12：30～16：00
※12:00までに通過してください（12:00に矢印をはずします）

※14:30までに通過してください（14:30に矢印をはずします）

※13:20までに通過してください（13:20に矢印をはずします）

鳥居前の宮前三八市広場に
ゴールがあります(ゴール隣で
「いちのみや逸品市」も開催！）

鳥居前の宮前三八市広場に
ゴールがあります(ゴール隣で
「いちのみや逸品市」も開催！）

繊維＆モーニングのまちで、ものづくりと食をめぐる一宮コース2022年

  3   5
(土)

約9km 歩行のみ約3時間

スタート受付（尾張一宮駅前ビル（i－ビル）3F シビックテラス） 9：30～11:00 受付後、順次出発

ゴール受付　真清田神社　12:30～16:00

説明スポット リストバンドorマップ提示で特典 飲食店昼休憩OK ショッピング トイレ

■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：一宮商工会議所、中日新聞社
■後援：一宮市
■協力：中部産業遺産研究会、一宮市博物館、真清田神社

■ウォーキング参加上の注意事項
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、12:30から開始し、16:00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。

参加者の皆さまにお願い

ご協力をお願いします

マスクの着用 手指の消毒 検温 距離をあける

感染症予防対策実施中

N

新型コロナウイルス感染拡大を防ぎましょう！
・マスク着用でご参加ください。
・受付の体温チェックで
 37.5度以上ある方は、参加できません。
・お申込みいただいた個人情報は、
 万が一、 本ウォーキングで感染者が発生した場合、 
 保健所等公的機関へ提供することがございます。



※14:30までに通過してください（14:30に矢印をはずします）

※12:00までに通過してください（12:00に矢印をはずします）

※13:20までに通過してください（13:20に矢印をはずします）

9:35～ 11:10

JR「尾張一宮」駅・名鉄「名鉄一宮」駅徒歩約1分
スタート受付時間　9:30～ 11:00 受付後、順次出発

1   シビックテラス
JR尾張一宮駅に隣接したi-ビルの3階にある半屋外のテラス。
1階のコンコースからエスカレータやエレベータで続く、吹き
抜けのある広場空間となっている。

約2分 約170m

2   大口屋 一宮店（    愛知ブランド企業）

当日はトイレのみの利用 9:50～ 11:40

境内を見学 10:00～ 11:50

9:40 ～ 11:20

お立ち寄りの方200名様に粗品プレゼント

文政元年創業の老舗和菓子店。古くからこの地方で食されてき
た麩を使った「餡麩三喜羅」は、長年の研究により誕生した人気
商品。多くの著名人もお取り寄せをしている。

約6分 約450m

3   藤田金物店
創業以来、職人の手によって、包丁やハサミなどの研磨作業を行
っている。名門料理店や庭師などのプロからの信頼も高い。ジャ
ズが流れる店内は、落ち着いた雰囲気。

約14分 約1.1km

4   一宮地場産業ファッションデザインセンター
尾張西部地域の繊維を中心とした地場産業を振興するため、
1984年開設。ジャパン・ヤーン・フェアなどの展示会や繊維に
関わる各種セミナーを開催、産地のブランドロゴマーク「尾州マ
ーク」を通じた地域の繊維産業の魅力発信に努めている。

約8分 約600m

5   西山浄土宗 法圓寺
一宮駅から西へ続く道路は起（おこし）街道と呼ばれ、かつては一宮
市と尾西市（旧起町）を結ぶ鉄道が走り、沿線には多くの繊維関係の
大工場があった。その地にある法圓寺から中世の墳墓が発掘され、
一宮市指定文化財となっている。出土品は一宮市博物館に展示。

約6分 約500m

6   国島株式会社（    愛知ブランド企業）
1850年創業。伝統とグローバル志向を併せ持つ老舗毛織物メーカー。
工場建屋は一宮市で最大級のRC造のこぎり屋根工場。昨年、創業時の
国島商店のルーツを示し、より多くの人に認知されるよう、中外国島か
ら国島に社名変更。

約13分 約1km

ゴールまで約9km

社員の方が企業説明 (説明パネル等を設置 )、質問に適宜対応 10:00～ 12:00
工場見学 ( 休日のため機械の稼働なし）

7   のこぎり二
のこぎり屋根の工場を利用して、工房やイベントなどを開催。一
歩中に入ると、当時の面影が残る広い空間にさまざまなアート
作品が展示されている。

約5m

一宮市博物館 岩井学芸員が説明 10:20～ 12:40

8   Yut＠cafe ゆたかふぇ
のこぎり二と同じ敷地にあり、繊維工場ののこぎり屋根の工場
をリノベーションしたカフェギャラリー。キッチン、カウンタ
ー、テーブル、椅子も手づくり。落ち着いた雰囲気のなかで、おい
しい食事やコーヒーをゆっくり味わいたい。

約10分 約700m

11:30～ 12:40

連鶴の展示 11:20～ 15:30

境内を見学 11:10～ 14:20

9   たまご屋さんのシフォンケーキ 『Sayuri's chiffon』
店主の冨田氏の実家は一宮市の野田養鶏園。自家配合飼料で育て
た、こだわり卵のおいしさを知ってもらうためにお菓子づくりを
始めた。産みたての卵をたっぷり使って、砂糖は控えめに、ベーキ
ングパウダー等の添加物を一切使用していない。自慢のシフォン
ケーキは「ふわふわ」「しっとり」で全国にファンも多い。

10:30～ 13:10

10   茶房＆アートギャラリー あきしの庵
惹きたてコーヒーをこだわりの器で味わえるカフェギャラリー。ス
テンドグラス、水彩画、パステルアート、ドールハウスなど、一年を
通してさまざまな作品を展示している。当日は地元の作家による写
真展を開催。お茶碗、マグカップなどの陶器や水引でつくったアク
セサリー、キーホルダーなどの手づくり作品も購入できる。

約13分 約1km

約13分 約1km

喫茶利用10%OFF 10:40～ 13:30

11   和菓子いちの
地元産のいちごや卵、はちみつ、米など、一宮の食材にこだわった和菓子は、
保存料や合成着色料を使用せず、素材を生かした優しい味。草餅、大福、あん
みつなどの定番から、砂糖で炙った「炙り鬼まんじゅうのぜんざい」や、はち
みつをたっぷり使ったどら焼など、さまざまな新商品も開発している。

約13分 約1km

玉腰氏が質問に適宜対応 11:00～ 14:00

店内商品15%OFF( 喫茶含む )

12   地蔵寺
創建は700年代。開基は聖武天皇といわれる真言宗豊山派の寺院。江
戸時代に真清田神社の御旅所諏訪・富士・稲荷の三社を兼摂していた
が、明治初年に分離した。本殿、客殿、山門、鐘堂などに立派な鬼瓦が見
られる。御本尊の延命地蔵菩薩や不動明王は一宮市指定文化財。

約2分 約100m

13   豊島記念資料館
一宮市博物館の附属施設。近代化産業遺産に認定されている力
織機や撚糸機などの織物関連遺産、市内の工場で使われていた
染色整理機械を展示。ここでしか見ることのできない機械遺産
が多くある。

約6分 約450m

一宮市博物館 神田学芸員が適宜案内 11:10～ 14:30

14   Re-TAiL（リテイル）
1933年に建てられた近代化産業遺産「尾西繊維協会ビル」を活用し
て、2016年に立ち上げられた。尾州の機屋でつくられるサンプル布を
集めて販売。さまざまなクリエイターが集まり、ファッションやデザイ
ンなどのテナントやアトリエ、洋裁教室がある。素材から服、アクセサ
リーなどを通して、新たなコミュニティの場にもなっている。
・バッグづくり教室の見学

約3分 約210m

1F リテイル事務局ではビルについての質問に適宜対応 10:00～15:00

15   一宮ブルワリー（com-cafe三八屋）
製造中止になった地ビール復活のため、NPO法人志民連いちのみやが立ち上
げた、日本最小規模のビール工房。醸造責任者は他の業務があるため、醸造作業
は平日の夜や週末深夜。麦芽をふんだんに使用した贅沢なビールは、独自の醸
造により、口当たりがよく、コクがある。ビール好きでない人もクセになるよう
な他にはない味わい。

約2分 約160m

約1分 約60m

約30m

約2分 約170m

約2分 約150m

ガラス越しにビール造りの一部を見学 11:15～ 15:30
スペシャルなクラフトビール600円→500円　★数量限定
138ブレンドいちのみや珈琲110円→100円

16   文光堂 (本町商店街)
 商店街にある文具・画材・事務機店。当日は2階で和紙の折り紙
「連鶴」の作品を展示。連鶴キットや、色とりどりの大判和紙も多
数販売している。

17   後藤商店 (本町商店街)
鬼まんじゅうは、皮がモチモチ、大きなさつまいもが入ってい
て、9月から4月限定の人気商品。他にも餅生菓子やみたらしな
ど、地元で親しまれている餅菓子店。（鬼まんじゅうが売り切れ
の場合、出来上がりまでお待ちいただくことがあります）

11:20 ～ 15:30

18   安藤鰹節店 (本町商店街)
創業160年余の老舗乾物店。毎日削りたての鰹節を提供してい
るので、1本丸ごとだけでなく、気軽に購入できる。乾物以外に
も、鰹本枯節を削って出た粉をぜいたくに使った豆菓子や無農
薬米など化学調味料・添加物に頼らない安全な食を提供。

ふわふわの鰹節の削り方を実演 11:20～ 15:30

19   オリナス一宮（旧名古屋銀行一宮支店） 本町商店街
1924年に鈴木禎次の設計で建てられた旧名古屋銀行一宮支
店を多目的ホールとして再生。隣の「葵公園」は、徳川家康が関
ヶ原の戦いと大坂冬の陣の途中、この地の佐分利邸に立ち寄
り、真清田神社へ戦勝祈願したといわれる。

受付スタッフの方が建築物について説明 13:00～ 15:40
（13:00までは別のイベントがあるため、入館できません）

20   鉄道模型カフェ浪漫 (本町商店街)
レールの総延長が100メートル以上ある大型鉄道模型のジオ
ラマは、坂崎駅長の作品。店内の半分以上を占めている。お客の
9割が鉄道模型持参で訪れ、世代を超えて鉄道ファンでにぎわ
う店。店内の椅子は、実際に列車で使われていたもの。

坂崎駅長が質問に適宜対応 11:20～ 15:40

尾張國一之宮として2600有余年の歴史があり、人々から厚い信仰
心を寄せられている。御祭神は天火明命（あめのほあかりのみこと）。
「一宮市」の地名も尾張國一之宮であることに由来する。本殿・渡殿は
国の登録有形文化財。鎌倉時代、順徳天皇が奉納した多数の舞楽面
は、重要文化財として保存され、宝物館2階で常設展示している。

塚越主任が質問に適宜対応 12:30 ～ 16:00

宝物館 特別拝観 200 円→無料 ( 通常は予約制 )

約20m

21   真清田神社

ゴール受付・・・12:30～16:00 まで

説明スポット リストバンドorマップ提示で特典

飲食店昼休憩OK ショッピング トイレ
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