
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

8/31日 愛知県本部展応募締切 090-1090-4508
問い合わせ先
 宮田委員長

1～2日 フォトフェスタ志摩撮影会 志摩市 中部本部事業

1～10/15 木曽川鵜飼 犬山市 木曽川うかい乗船場 0568-61-2727 昼の鵜飼も

1～10/15 長良川鵜飼 岐阜市 長良橋付近 058-262-0104
花火大会日は
乗合船なし

1～10/15 小瀬鵜飼 関市 小瀬付近 0575-22-2506 漁としての鵜飼

2日 郡上踊り踊納め
郡上市
八幡

新町・今町 0575-67-0002

2日 諏訪湖新作花火大会
長野県
諏訪市

諏訪湖上 0266-52-2111

2,3,9,10,
16～18日

ナイトＺＯＯ 豊橋市 豊橋市総合動植物公園 0532-41-2185 開園18～21

1～３日 おわら風の盆 富山市 八尾町 076-454-5138

17～24日 椛の湖そばの花祭り
中津川市

坂下
椛の湖自然公園 0573-75-4444

3日 加子母歌舞伎 中津川市 明治座 0573-79-2111

2日 わたらいフェスタ17in鏡
三重県
度会町

宮リバー度会パーク 0596-62-1313 20：00～

5日 数河獅子祭り 飛騨市 白山神社 0577-75-2878

5日 夫婦岩しめ縄張替 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020

9日 えんじょいまつり 西区 円頓寺本町商店街 090-4852-9677
名古屋で踊る
郡上踊り

9日 美浜竹灯り
美浜町
野間

冨具神社 0569-89-2421

9日 第21回炎の祭典 豊橋市 豊橋公園内 0532-53-7211 夜はチケット必要

9、10日 せともの祭り 瀬戸市 瀬戸駅周辺 0561-82-3123

10日 源氏太鼓 小矢部市 下後亟神明社 0766-30-2266
倶利伽羅峠
戦勝祝

16,17日 大狭間湿地特別公開 豊明市 勅使墓園南地蔵池付近 0562-92-8317
9:00～11:30
雨天中止

9,10日 寒水掛け踊 岐阜県 郡上市白山神社 0575-87-2844

10日 ドリアン助川講演会 高浜市 焼き物の里かわら美術館 0566-52-3366 要申込み

10日 トライアスロン伊良湖大会 田原市 伊良湖岬周辺 0531-23-3531 9時スタート

10日 だいこんマラソン 飛騨市 神岡町天空の牧場 0587-82-2255 エントリー募集中

16,18日 波切神社わらじ祭り 志摩市 大王町波切神社・魚市場 0599-46-0570
18日本祭
16日わらじ造り

14,15日 荘川神社祭礼 高山市 荘川神社 05769-2-2272
舞楽・獅子舞など
奉納

15,16日 安乗人形芝居
志摩市
安乗

安乗神社 0599-46-0570 18:30～

16日 こまき信長夢夜会 小牧市 小牧山 0568-39-6123 薪能がメイン

17日 木曽川町一豊まつり 一宮市 木曽川町黒田小学校 0586-87-3618

17日 中山道鵜沼宿秋祭り
岐阜県

飛山濃水
撮影会

16～17日 田原祭り（五町合同花火） 田原市 田原市街地周辺 0531-22-7337 花火は17日

16～17日 織部ヒルズオータムフェア 土岐市 織部ヒルズ 0572-55-1322

16,17 五箇山むぎや祭り 南砺市 城端伝統芸能会館ほか 0763-62-1821

16～10/1 招き猫祭り 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

中部本部管内イベント案内 （２０１７年９月版）

場所

日時等変更されている場合がありますので、確認しておでかけください。

送付先　朝日新聞社内全日写連
「愛知県本部展」係
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中部本部管内イベント案内 （２０１７年９月版）

場所

日時等変更されている場合がありますので、確認しておでかけください。

17日 にっしん夢祭り 日進市 日進市蟹甲池下 0561-73-2196
開催予定
詳細未定

17日 亀山お茶まつり 亀山市 中の山パイロット特設会場 0595-82-1328
開催予定
詳細未定

18日 金蔵獅子
高山市
国府

賀茂神社、諏訪神社 0577-72-3111

18日 わらじ祭奉納花火大会 志摩市 波切漁港 0599-46-0570 荒天時順延

23日 帆船海王丸総帆展帆 射水市 海王丸パーク 0766-82-5181 荒天時中止

23,24日 招き猫祭り 瀬戸市 瀬戸市駅周辺 0561-85-2730

23,24日 猩々メッタ 東海市 名和町船津神社 0562-32-5149

23,24日 尾張横須賀祭り 東海市 横須賀町内（愛宕神社） 0562-32-5149

24日 秋葉まつり 知立市 知立神社 0566-81-0055 夜は手筒も

23,24日 みのじのみのり祭り 中津川市 恵那駅前一帯 0573-26-1211 食と祭がテーマ

23日 きつね火祭り 飛騨市 飛騨市古川町地内 0577-73-2111

30日 美濃歌舞伎　長月公演
瑞浪市
日吉

相生座 0572-68-0505

28日 東別院手づくり朝市 中区 東別院 052-331-9578

28日 来迎寺炎の祭典 松阪市 来迎寺 0598-21-2131

29日 恵那文楽奉納 中津川市 恵那神社 0573-65-3557 10時～

30日 諏訪南宮神社祭典 東栄町 諏訪南宮神社 0536-76-0502 19～22時

30日,1日 大田まつり 東海市 大田町内 0562-32-5149

30日,1日 朝倉の梯子獅子 知多市 牟山神社 0562-33-3151


