
カフェ庄九郎

有松・鳴海絞りの

　 ぬぐいが手

！

2

せ っ か

雪花 絞りとは？

100種類ほどある絞り技法のうち「板締め絞り」の一種。

生地を折り、両端を板で締めて固定させたものを染料に浸して

染めます。染め上がると雪の結晶のような模様が浮かびあがります。

薪窯パン専門 ダーシェンカ 蔵 手打ちめん処 寿限無茶屋

Cafe T-Ryujyu

四百年の時を刻む、絞りの産地・有松。

日本遺産に認定された江戸情緒あふれるまちを、

秋風といっしょに旅しませんか。

有松のある緑区で撮影された
写真をご応募いただく
フォトコンテスト開催

名古屋市
【 主 催 】 名古屋市・名古屋鉄道   【 共 催 】 有松・鳴海絞会館

【お問い合わせ】 有松・鳴海絞会館   TEL. 052-621-0111  営業時間 9：30-17：00

あ り    　　ま つ

2020年10月1日 木 11月30日 月

おすすめ 有松フォトスポット

東海道
toukaido

「東海道五十三次」で描いた街の

風情を感じることができる有松

の旧東海道沿いの町並み

1
岡家
house of Oka

土日は一般公開もされる主屋は

有松でも最大級の規模を誇る

岡家住宅

2 3
しぼりの久田本店 
shibori no hisada honten

有松しぼり久田本店の門をくぐる

と、季節に合わせて鑑賞できる

美しい日本庭園が広がる

小路
koji

街中にいくつかあるそれぞれ

違った風景の小路

4

井桁屋
Igetaya

敷地間口約45ｍで有松最大の

井桁屋

5 6
有松天満社 
arimatsu tenmansya

学問の神様である菅原道真公

が祀られた有松天満社

7
山与遊歩道 
yamayo-promenade

有松駅をでるとすぐ歴史的な

風景が広がる遊歩道

グ ル メ 店

しぼりの久田本店

aigaeshi 洋菓子 グランパニエ

絞り体 験

お 土 産 店

有松・鳴海絞
りの

暖簾は街中に
！

緑区
フォトコンテスト

写真募集

詳しくは名古屋市緑区の
ウェブサイトをご覧ください。

1

3

工 程 1. 生地を三角形に畳む。

 2. 板で生地を挟み、輪ゴムで固定し畳みが完成。

 3. 染め上げて水洗い。

日本遺産とは、日本の文化財や伝統文化に対して、その歴史的経緯や、世代を超えて受け継がれている伝承・風習

なども含め、それらをひとつの「ストーリー」として遺産に位置づけるもので、文化庁により認定と支援の取り組みが

行われています。有松のまちが歩んできたストーリーは、令和元年5月に、文化庁から日本遺産に認定されました。

「江戸時代の情緒に触れる絞りの産地 ～藍染が風にゆれる町 有松～」

11月30日（月）まで

まり木綿

革絞り専門店 くくる

日本の宝物に、

会いに行く。

伝統の技にチャレンジ！

雪花絞り染め体験

募 集 期 間

※撮影時に近隣や他のお客様のご迷惑とならないよう、ご注意ください。

歴史的な町並みを芸術と文化で融合するイベント。絞りと

有松の町並みの文化をアートでつなぎます。いけばな、町家

ライブ、お茶席お点前見学と話、町並み紹介など。着物姿で

美しい晩秋の町並み有松散策をお楽しみください。

晩秋の有松を楽しむ会2020
11月14日（土）・15日（日）

いけばな
「第13回いけばなスペース花展」

町家ライブ

有松天満社秋季大祭

10月3日（土）・4日（日）

10：00～16：00  岡家住宅・山車会館・棚橋家住宅

祭礼衣装の展示、祭礼の歴史を町並みの家屋で紹介します。

日本遺産企画  有松祭礼と絞り展

有松を代表する大祭の一つ。毎年豪華絢爛な

山車が曳行されます。今年は感染予防として

神事のみですが、古来からの有松のお祭り

の姿を見ることができます。

10月4日（日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を行った上で各種イベントを開催しますが、

状況により予告なく変更・中止となる場合がございます。

有松おさんぽきっぷ有松しぼり体験きっぷ

10：00～17：00  有松天満社

https://www.arimatsu-tenmansha.com/

まちなみ美術館「温故知新」
日本遺産企画

貴重な古い藍染の絞り浴衣や現代の創作

絞り藍染め作品、有松に残る古い資料・道具・

型紙を有松の町並み建造物にて展示。
https://c-an.jp/

10月24日（土）～11月15日（日）の土・日・祝日

10：00～16：00  有松旧街道町家他

10：00～16：00  有松旧街道一帯

日本遺産登録を記念して藍色の絞りジャンボ

のれんを展示します。藍色のれんが風に揺

れる町・有松をご体感ください。

Arimatsu Blue
日本遺産にあいにきてプロジェクト

日本遺産企画

終日  有松・鳴海絞会館駐車場

10月1日（木）～11月30日（月）

開催イベント情報

キャンペーン期間中、対象店舗で手ぬぐいの

雪花絞り染め体験ができます。

受け継がれる伝統の技に触れれば、感慨もひとしお。

当日お持ち帰りいただけ、素敵な旅の記念になります。

成

その他の体験メニューについても、お気軽にお問い合わせください。

日 本 遺 産 有 松

有松天満社一帯を拠点に開催される”アリマ

ツーケット”＝ありまつ＋マーケットであう×

まなぶ×ひらめく。ものづくり文化に触れる

体験型マーケットを開催。

アリマツーケット
11月15日（日）

10：00～16：00  有松天満社

https://arimatsu-ket.com/

有松旧山田薬局

有松東海道日本遺産紹介処

土・日曜日（不定期） 10：00～15：00

有松写真講座・組紐ストラップ・形状

記憶絞りワークショップ等を開催予定。

詳細はコンソーシアム有松のホーム

ページをご覧ください。

衣装協力：竹田嘉兵衛商店

https://www.arimatsu-event.info/

完

有松「ぐるめぐり」
スタンプラリー開催

有松散策で美味しいものに出会う

「ぐるめぐり」をお楽しみください。

スタンプを集めると有松絞りグッズ

をプレゼント！

10月1日より開始（景品がなくなり次第終了）



有松天満社

祇園寺

革絞り専門店

くくる

しぼりの久田
駅前店

まり木綿

早恒染色

中町

小塚家 岡家

久野染工場

有松山車会館
有松

名鉄名古屋本線

藍染川

長坂南

大将ヶ根
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有松絞商事2

浜焼太郎
有松店

手打ちめん処

9

日本料理やまと

8
薪窯パン専門 

ダーシェンカ 蔵

居酒屋

あつし

mado cafémado café
Cafe

T-Ryujyu

イタリア居酒屋 Pieno!

13 麺屋ちゅうべぇ～

6 加藤呉服店

1 絞里堂

赤丸ポスト
名古屋市内に5つ残る

赤い丸型ポストが有松

内に2つ現存

ガス灯
明治期のガス灯

の名残

お食事処

赤丸ポスト

三層の土蔵

瓦にヨ
山田家が所有していた

頃の名残

しぼりの久田本店

なまこ壁
漆喰を盛り上げて塗った

断面が、なまこに似て

いることから

有松交番

N

21

鍾馗様
邪気から家を

守る存在

しょうきさま

卯建
有松では数少ない

卯建の上がる家

うだつ

4

8

やきとり大吉
有松駅前店

有松東海道

※瀬戸線の各駅及び有松駅が発駅となる設定はございません。

※払い戻しは、全券片とも使用開始前で通用期間内に限り、所定の手数料を差し引いてお取り扱い致します。

有松おさんぽMAP

日本遺産のまち・有松は、のんびり歩きが似合います。

伝統工芸や最新グルメ、フォトスポットに秋イベント。

江戸時代と令和の今が行き交う、奥深い魅力あふれる有松。

あなただけのとっておきを見つけてみて。

グ ル メ 店

052-622-4737

11：00～14：00（LO. 13：30）

17：00～21：00（LO. 20：30）

日曜日　テイクアウト可

お食事処 味福1

500円 割引 + ミニソフト

052-623-9031

17：00～24：00（LO. 23：00）

月曜日

600円 割引

居酒屋あつし5

052-624-5006

11：00～15：00（LO. 14：30）

17：00～21：00（LO. 20：30）

木曜日/第3水曜日 テイクアウト可

600円 割引

手打ちめん処

寿限無茶屋11

052-624-0530

17：00～24：00

水曜日

600円 割引

浜焼太郎 有松店12

052-784-5110

11：30～14：00

18：00～21：00

木・第4水曜日

600円 割引

麺屋ちゅうべぇ～13

お 土 産 店

8

052-770-9836

平日 　  11：00～17：00

土日祝  10：00～17：00

火曜日

aigaeshi

粗品進呈粗品進呈

052-621-5758 

10：00～16：30

水曜日

工房ゆはたや

600円 割引

9 10 11 12 14

15

13

052-621-0111

9：30～17：00

臨時休館あり
（秋の有松キャンペーン期間中は無休）

有松・鳴海絞会館

入場料 無料 + 粗品進呈

052-623-1325

10：00～17：00

不定休

井桁屋

600円 割引

052-621-1178

平日 　  9：00～17：00

祝日　 10：00～17：00

年末年始

絞りのやませい

600円 割引

052-625-1202

10：00～16：00

年末年始

cucuri

600円 割引

052-621-1024　

10：00～17：00

火曜日

スクールショップ

あずまや
600円 割引

16

052-621-1046

10：00～17：00

火・水曜日

藍と絞りの店中濵

600円 割引

秋の有松キャンペーン参加店一覧

1 5

7
6

mado café2

052-746-5946

12：00～16：00

平日

500円 割引 + アイスクリーム

052-623-7837

17：00～23：00

日曜日
テイクアウト可

ドリンク1杯サービス

やきとり大吉有松駅前店6 イタリア居酒屋 Pieno!7

052-624-8088

月～土 17：30～23：00

日・祝  17：30～22：00

月曜日  テイクアウト可

ドリンク1杯サービス

薪窯パン専門

ダーシェンカ 蔵8

052-624-0050

10：00～17：00

月・火曜日

500円 割引 + ラスク

日本料理やまと9

052-622-3899

11：00～15：00（LO. 14：00）

17：30～22：00（要予約）

月・火曜日

600円 割引

CAFÉ NaNa10

052-624-2426

7：00～17：00

日曜日
テイクアウト可

500円 割引 + ソフトクリーム

カフェ庄九郎4

052-627-2055

11：00～14：00（LO. 13：30）

14：00～16：00/17：00～20：00（要予約）

月曜日　テイクアウト可

500円 割引 + 小菓子

Cafe T-Ryujyu3

052-693-9056

10：00～18：00

火・水曜日

500円 割引 + プチデザート

ランチテイクアウト可

2

4

： 土曜日・日曜日（年末年始を除く）

： 10：30～15：30

： 無料

公 開 日

公開時間

入 館 料

有松天満社
学問の神様である菅原道真公が主祭神

として祀られ、「学問成就」「開運厄除」の

祈願を執りおこなっています。置かれて

いる臥牛を撫でると願いが叶うかも。

有松山車会館
有松に保存されている山車「布袋車」

「唐子車」「神功皇后車」のうち、いずれか

が展示されています。実際に見ること

のできる文化財は圧巻です。

岡家
江戸時代末期の絞商の建物で、主屋は

有松でも最大級の規模を誇り、市の有形

文化財に指定されています。

有松・鳴海絞会館
1階は充実した有松・鳴海絞りのお土産

品が購入できます。2階では歴史的な

資料の展示と、くくり職人によるくくり

実演を生で見ることができます。

入場料 ： 大人 300円／小中高校生 100円

名古屋市緑区有松3008番地

　052-621-0111     9：30～17：00

絞り体験

予約受付は

コチラ！

有松あないびとの会
有松のことを知りつくした案内人「あないびと」と

普段見ることができない穴場まで解説つきで巡る

ことができます。

所要時間

受　　付

電　　話

ガイド料金

1時間から1時間30分

有松・鳴海絞会館（9：30～17：00）

にて事前予約※当日申し込み不可

052-621-0111

1,000円／あないびと1人につき

052-693-9030

月・金曜日 10：00～16：00

土・日曜日 10：00～17：00

火・水・木曜日

まり木綿

600円 割引600円 割引

211817 19 20

052-622-6480

9：00～18：00

火・水曜日

洋菓子
グランパニエ
600円 割引

052-621-9927

9：30～17：00

年末年始

しぼりの久田
駅前店

600円 割引

052-621-1067 

9：00～17：00

月曜日（祝営業）

しぼりの久田本店

600円 割引

052-623-2511

10：00～17：00

年末年始

竹田嘉兵衛商店

粗品進呈（絵はがき）

050-5437-4136

10：00～17：00

金・土・日曜日営業

革絞り専門店くくる

粗品進呈

公 開 日

公開時間

受　　付 ： 有松・鳴海絞会館

入 場 料

： 土曜日・日曜日・祝日

： 10：00～16：00

： 大人 200円／高校生 100円／

　中学生以下 無料

絞り体 験

※店舗営業時間については社会情勢により変更の可能性もあります。

※10名以上の団体様は事前予約が必須となりますので、予めご了承ください。

開始日   土・日のみ

時　間  ①11:00～ ②13:00～ ③15:00～

052-621-0111

有松・鳴海絞会館B

開始日   平日のみ

時　間  ①11:00～ ②13:00～ ③15:00～

有松工芸A

052-622-5881

※体験場所において、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を行っております。

体験開始1時間前までに有松・鳴海絞会館へ

ご来館またはお電話にて予約受付。（9：30～17：00）

※各施設・店舗において、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を行っております。お客様皆様にもご理解の上、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

052-621-1838

9：00～19：00

第2,4日曜日

加藤呉服店

600円 割引600円 割引

052-622-5881

9：00～18：00　　

年末年始

有松工芸

600円 割引600円 割引

052-623-2186 

9：00～17：00

日曜日・祝日

山上商店

600円 割引

052-693-9624

11：00～17：00

水・木曜日

SUZUSAN
factory shop

600円 割引600円 割引

052-621-1035

10：00～17：00

土・日曜日・祝日

橋爪合資会社

粗品進呈

7

052-623-1061

10：00～17：00　

不定休

有松絞商事

600円 割引

2 3 4 5 61

052-621-1756

9：00～17：00　　

土・日曜日・祝日

絞里堂

600円 割引

対象店舗で伝統的な技法による有松・鳴海絞りを体験できます。

染め上がり品を開いてみた時の美しさには感動間違いなし！

有松しぼり体験きっぷ

2,650 円
名鉄名古屋発着

大人おひとり様

有松しぼり体験券

※2020年11月30日までの1回限り、おひとり様

1回限り有効。※入店時／予約受付時に本券

をお渡しください。

体験開始1時間前までに、

ご来館または、お電話にて予約受付1

2

①11：00～ ②13：00～ ③15：00～開始時間：

3

予約受付：有松・鳴海絞会館（052-621-0111）

受付時間：9：30～17：00

受付時の絞り体験場所に

開始時間の10分前までにお越しください。

手ぬぐいの雪花絞りを体験

ご利用方法往復割引乗車券

有松駅までの名鉄電車

金山発着：2,540円

名鉄岐阜・犬山発着：3,460円

豊橋発着：3,710円

※小児の設定もございます。

大人

おひとり様

の場合

まち歩きに便利な利用券と乗車券がセットになったプラン。

おトクに有松の魅力を堪能していただけます。

有松おさんぽきっぷ

1,150 円
名鉄名古屋発着

大人おひとり様

下記の「グルメ店（13店舗）」または「お土産店

（21店舗）」の店名下に記載の割引および

サービスからおひとつお選びいただき、入店

時に本券をお渡しください。

※対象店舗の割引およびサービスは、2020年

11月30日までの1回限りご利用いただけます。

選べる利用券

金山発着：1,040円

名鉄岐阜・犬山発着：1,960円

豊橋発着：2,210円

※小児の設定はございません。

大人

おひとり様

の場合

往復割引乗車券

有松駅までの名鉄電車

※写真・イラストは全てイメージです。

2020年10月1日 木 11月30日 月きっぷ発売・設定期間

名鉄出札係員配置駅（弥富・赤池駅を除く）、名鉄名古屋駅サービスセンター、

名鉄観光サービス一部支店
お問い合わせ・お求め

※各店諸事情により、臨時休業させていただく場合があります。 ※店舗の営業時間等については、社会情勢により変更となる場合がございます。 ※購入金額が割引金額を満たない場合、購入金額が割引対象となります。

山田家が所有していた

洋菓子 

グランパニエ

10

CAFÉ
NaNa

16

小塚家 岡家

長坂南長坂南長坂南長坂南長坂南長坂南

B

松
イ
ン
タ
ー
）

1

6 加藤呉服店加藤呉服店加藤呉服店

お食事処お食事処お食事処お食事処お食事処

赤丸ポスト赤丸ポスト

しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店しぼりの久田本店

なまこ壁
漆喰を盛り上げて塗った

断面が、なまこに似て

いることから

有松交番有松交番有松交番有松交番有松交番有松交番有松交番有松交番有松交番有松交番
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鍾馗様
邪気から家を

守る存在

しょうきさま

卯建
有松では数少ない

卯建の上がる家

うだつ

4

8

グ ル メ 店

052-622-4737

11：00～14：00（LO. 13：30）

17：00～21：00（LO. 20：30）

日曜日　テイクアウト可

お食事処 味福1

500円 割引 + ミニソフト

052-623-9031

17：00～24：00（LO. 23：00）

月曜日

600円 割引

居酒屋あつし5

052-624-5006

11：00～15：00（LO. 14：30）

17：00 21：00（LO. 20：30）

600円 割引

手打ちめん処

寿限無茶屋11

052-624-0530

17：00～24：00

水曜日

600円 割引

浜焼太郎 有松店12

052-784-5110

11：30～14：00

18：00 21：00

600円 割引

麺屋ちゅうべぇ～13

8

052-770-9836

平日 　  11：00～17：00

土日祝  10：00～17：00

火曜日

aigaeshi

粗品進呈粗品進呈粗品進呈

052-621-5758 

10：00～16：30

水曜日

工房ゆはたや

600円 割引

9

15 16

052-621-1046

10：00～17：00

藍と絞りの店中濵

600円 割引

秋の有松キャンペーン参加店一覧
mado café2

052-746-5946

12：00～16：00

平日

500円 割引 + アイスクリーム

052-623-7837

17：00～23：00

日曜日
テイクアウト可

ドリンク1杯サービス

やきとり大吉有松駅前店6 イタリア居酒屋 Pieno!7

052-624-8088

月～土 17：30～23：00

日・祝  17：30～22：00

月曜日  テイクアウト可

ドリンク1杯サービス

薪窯パン専門

ダーシェンカ 蔵8

052-624-0050

10：00～17：00

月・火曜日

500円 割引 + ラスク

日本料理やまと9

052-622-3899

11：00～15：00（LO. 14：00）

17：30～22：00（要予約）

月・火曜日

600円 割引

CAFÉ NaNa10

052-624-2426

7：00～17：00

日曜日
テイクアウト可テイクアウト可

500円 割引 + ソフトクリーム

カフェ庄九郎4

052-627-2055

11：00～14：00（LO. 13：30）

14：00～16：00/17：00～20：00（要予約）

月曜日　テイクアウト可

500円 割引 + 小菓子

Cafe T-Cafe T-Cafe T Ryujyu3

052-693-9056

10：00～18：00

火・水曜日

500円 割引 + プチデザート

ランチテイクアウト可

2

： 土曜日・日曜日（年末年始を除く）

： 10：30～15：30

： 無料

公 開 日

公開時間

入 館 料

有松天満社
学問の神様である菅原道真公が主祭神

として祀られ、「学問成就」「開運厄除」の

祈願を執りおこなっています。置かれて

いる臥牛を撫でると願いが叶うかも。

のできる文化財は圧巻です。

岡家
江戸時代末期の絞商の建物で、主屋は

有松でも最大級の規模を誇り、市の有形

文化財に指定されています。

実演を生で見ることができます。

入場料 ： 大人 300円／小中高校生 100円

名古屋市緑区有松3008番地

052-621-0111     9：30～17：00

有松あないびとの会有松あないびとの会
有松のことを知りつくした案内人「あないびと」と

普段見ることができない穴場まで解説つきで巡る

所要時間

受　　付

電　　話

ガイド料金

1時間から1時間30分

有松・鳴海絞会館（9：30～17：00）

にて事前予約※当日申し込み不可

052-621-0111

1,000円／あないびと1人につき

052-622-6480

9：00～18：00

洋菓子
グランパニエ
600円 割引

公 開 日

公開時間

受　　付 ： 有松・鳴海絞会館

入 場 料

： 土曜日・日曜日・祝日

： 10：00～16：00

： 大人 200円／高校生 100円／

　中学生以下 無料

絞り体 験

開始日   土・日のみ

時　間  ①11:00～ ②13:00～ ③15:00～

052-621-0111

有松・鳴海絞会館B

13:00～ ③15:00～

有松工芸

※体験場所において、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を行っております。

体験開始1時間前までに有松・鳴海絞会館へ

ご来館またはお電話にて予約受付。（9：30～17：00）

052-623-1061

10：00～17：00

不定休

有松絞商事

600円 割引
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052-621-1756

9：00～17：00　　

土・日曜日・祝日

絞里堂

600円 割引



カフェ庄九郎

有松・鳴海絞りの

　 ぬぐいが手

！

2

せ っ か

雪花 絞りとは？

100種類ほどある絞り技法のうち「板締め絞り」の一種。

生地を折り、両端を板で締めて固定させたものを染料に浸して

染めます。染め上がると雪の結晶のような模様が浮かびあがります。

手打ちめん処 

Cafe T-Ryujyu

四百年の時を刻む、絞りの産地・有松。

日本遺産に認定された江戸情緒あふれるまちを、

秋風といっしょに旅しませんか。

有松のある緑区で撮影された
写真をご応募いただく
フォトコンテスト開催

名古屋市
【 主 催 】 名古屋市・名古屋鉄道   【 共 催 】 有松・鳴海絞会館

【お問い合わせ】 有松・鳴海絞会館   TEL. 052-621-0111  営業時間 9：30-17：00

あ り    　　ま つ

2020年10月1日 木 11月30日 月

おすすめ 有松フォトスポット

東海道
toukaido

「東海道五十三次」で描いた街の

風情を感じることができる有松

の旧東海道沿いの町並み

1
岡家
house of Oka

土日は一般公開もされる主屋は

有松でも最大級の規模を誇る

岡家住宅

2 3
しぼりの久田本店 
shibori no hisada honten

有松しぼり久田本店の門をくぐる

と、季節に合わせて鑑賞できる

美しい日本庭園が広がる

小路
koji

街中にいくつかあるそれぞれ

違った風景の小路

4

井桁屋
Igetaya

敷地間口約45ｍで有松最大の

井桁屋

5 6
有松天満社 
arimatsu tenmansya

学問の神様である菅原道真公

が祀られた有松天満社

7
山与遊歩道 
yamayo-promenade

有松駅をでるとすぐ歴史的な

風景が広がる遊歩道

グ ル メ 店

しぼりの久田本店

aigaeshi 洋菓子 グランパニエ

絞り体 験

お 土 産 店

有松・鳴海絞
りの

暖簾は街中に
！

緑区
フォトコンテスト

写真募集

詳しくは名古屋市緑区の
ウェブサイトをご覧ください。

1

3

工 程 1. 生地を三角形に畳む。

 2. 板で生地を挟み、輪ゴムで固定し畳みが完成。

 3. 染め上げて水洗い。

日本遺産とは、日本の文化財や伝統文化に対して、その歴史的経緯や、世代を超えて受け継がれている伝承・風習

なども含め、それらをひとつの「ストーリー」として遺産に位置づけるもので、文化庁により認定と支援の取り組みが

行われています。有松のまちが歩んできたストーリーは、令和元年5月に、文化庁から日本遺産に認定されました。

「江戸時代の情緒に触れる絞りの産地 ～藍染が風にゆれる町 有松～」

東海道

11月30日（月）まで

まり木綿

革絞り専門店 くくる

日本の宝物に、

会いに行く。

伝統の技にチャレンジ！

雪花絞り染め体験

募 集 期 間

※撮影時に近隣や他のお客様のご迷惑とならないよう、ご注意ください。

歴史的な町並みを芸術と文化で融合するイベント。絞りと

有松の町並みの文化をアートでつなぎます。いけばな、町家

ライブ、お茶席お点前見学と話、町並み紹介など。着物姿で

美しい晩秋の町並み有松散策をお楽しみください。

晩秋の有松を楽しむ会2020
11月14日（土）・15日（日）

いけばな
「第13回いけばなスペース花展」

町家ライブ

有松天満社秋季大祭

10月3日（土）・4日（日）

10：00～16：00  岡家住宅・山車会館・棚橋家住宅

祭礼衣装の展示、祭礼の歴史を町並みの家屋で紹介します。

日本遺産企画  有松祭礼と絞り展

有松を代表する大祭の一つ。毎年豪華絢爛な

山車が曳行されます。今年は感染予防として

神事のみですが、古来からの有松のお祭り

の姿を見ることができます。

10月4日（日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を行った上で各種イベントを開催しますが、

状況により予告なく変更・中止となる場合がございます。

有松おさんぽきっぷ有松しぼり体験きっぷ

10：00～17：00  有松天満社

https://www.arimatsu-tenmansha.com/

まちなみ美術館「温故知新」
日本遺産企画

貴重な古い藍染の絞り浴衣や現代の創作

絞り藍染め作品、有松に残る古い資料・道具・

型紙を有松の町並み建造物にて展示。
https://c-an.jp/

10月24日（土）～11月15日（日）の土・日・祝日

10：00～16：00  有松旧街道町家他

10：00～16：00  有松旧街道一帯

日本遺産登録を記念して藍色の絞りジャンボ

のれんを展示します。藍色のれんが風に揺

れる町・有松をご体感ください。

Arimatsu Blue
日本遺産にあいにきてプロジェクト

日本遺産企画

終日  有松・鳴海絞会館駐車場

10月1日（木）～11月30日（月）

開催イベント情報

キャンペーン期間中、対象店舗で手ぬぐいの

雪花絞り染め体験ができます。

受け継がれる伝統の技に触れれば、感慨もひとしお。

当日お持ち帰りいただけ、素敵な旅の記念になります。

有松・鳴海絞りの

　 ぬぐいが手　 ぬぐいが手　 ぬぐいが

！

板で生地を挟み、輪ゴムで固定し畳みが完成。

成

その他の体験メニューについても、お気軽にお問い合わせください。

日 本 遺 産 有 松

有松天満社一帯を拠点に開催される”アリマ

ツーケット”＝ありまつ＋マーケットであう×

まなぶ×ひらめく。ものづくり文化に触れる

体験型マーケットを開催。

アリマツーケット
11月15日（日）

10：00～16：00  有松天満社

https://arimatsu-ket.com/

有松旧山田薬局

有松東海道日本遺産紹介処

土・日曜日（不定期） 10：00～15：00

有松写真講座・組紐ストラップ・形状

記憶絞りワークショップ等を開催予定。

詳細はコンソーシアム有松のホーム

ページをご覧ください。

衣装協力：竹田嘉兵衛商店

https://www.arimatsu-event.info/

完

有松「ぐるめぐり」
スタンプラリー開催

有松散策で美味しいものに出会う

「ぐるめぐり」をお楽しみください。

スタンプを集めると有松絞りグッズ

をプレゼント！

10月1日より開始（景品がなくなり次第終了）

カフェ庄九郎カフェ庄九郎カフェ庄九郎カフェ庄九郎

手打ちめん処 手打ちめん処 手打ちめん処 

Cafe T-Ryujyu

敷地間口約45ｍで有松最大の

井桁屋

学問の神様である菅原道真公

が祀られた有松天満社

有松駅をでるとすぐ歴史的な

風景が広がる遊歩道

グ ル メ 店

しぼりの久田本店

aigaeshi 洋菓子 グランパニエ

お 土 産 店

詳しくは名古屋市緑区の
ウェブサイトをご覧ください。

日本遺産とは、日本の文化財や伝統文化に対して、その歴史的経緯や、世代を超えて受け継がれている伝承・風習

なども含め、それらをひとつの「ストーリー」として遺産に位置づけるもので、文化庁により認定と支援の取り組みが

行われています。有松のまちが歩んできたストーリーは、令和元年5月に、文化庁から日本遺産に認定されました。

「江戸時代の情緒に触れる絞りの産地 ～藍染が風にゆれる町 有松～」

11月30日（月）まで

まり木綿

革絞り専門店 くくる

募 集 期 間

※撮影時に近隣や他のお客様のご迷惑とならないよう、ご注意ください。

歴史的な町並みを芸術と文化で融合するイベント。絞りと

有松の町並みの文化をアートでつなぎます。いけばな、町家

ライブ、お茶席お点前見学と話、町並み紹介など。着物姿で

美しい晩秋の町並み有松散策をお楽しみください。

晩秋の有松を楽しむ会2020
11月14日（土）・15日（日）

いけばな
「第13回いけばなスペース花展」

町家ライブ

有松天満社秋季大祭

10月3日（土）・4日（日）

10：00～16：00  岡家住宅・山車会館・棚橋家住宅

祭礼衣装の展示、祭礼の歴史を町並みの家屋で紹介します。

日本遺産企画  有松祭礼と絞り展

有松を代表する大祭の一つ。毎年豪華絢爛な

山車が曳行されます。今年は感染予防として

神事のみですが、古来からの有松のお祭り

の姿を見ることができます。

10月4日（日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を行った上で各種イベントを開催しますが、

状況により予告なく変更・中止となる場合がございます。

10：00～17：00  有松天満社
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まちなみ美術館「温故知新」
日本遺産企画

貴重な古い藍染の絞り浴衣や現代の創作

絞り藍染め作品、有松に残る古い資料・道具・

型紙を有松の町並み建造物にて展示。
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10月24日（土）～11月15日（日）の土・日・祝日

10：00～16：00  有松旧街道町家他

10：00～16：00  有松旧街道一帯

日本遺産登録を記念して藍色の絞りジャンボ

のれんを展示します。藍色のれんが風に揺

れる町・有松をご体感ください。

Arimatsu Blue
日本遺産にあいにきてプロジェクト

日本遺産企画

終日  有松・鳴海絞会館駐車場

10月1日（木）～11月30日（月）

開催イベント情報

日 本 遺 産 有 松

有松天満社一帯を拠点に開催される”アリマ

ツーケット”＝ありまつ＋マーケットであう×

まなぶ×ひらめく。ものづくり文化に触れる

体験型マーケットを開催。

アリマツーケット
11月15日（日）

10：00～16：00  有松天満社

https://arimatsu-ket.com/

有松旧山田薬局

有松東海道日本遺産紹介処

土・日曜日（不定期）10：00～15：00

有松写真講座・組紐ストラップ・形状

記憶絞りワークショップ等を開催予定。

詳細はコンソーシアム有松のホーム

ページをご覧ください。
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有松「ぐるめぐり」
スタンプラリー開催

有松散策で美味しいものに出会う

「ぐるめぐり」をお楽しみください。

スタンプを集めると有松絞りグッズ

をプレゼント！

10月1日より開始（景品がなくなり次第終了）




