
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

11/1日 徳川園観月会（月を掬う） 東区 徳川園 052-935-8988

１～5日 秋の茶臼山高原祭 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345 紅葉ライトアップ

1～5日 三河の菊まつり 岡崎市 岡崎公園 0564-23-6399

１～6日 渥美半島菊花大会 田原市 サンテパルクたはら 0531-23-3516

1～中旬 面の木園地の紅葉 設楽町 面の木ビジターセンター 0536-62-1000

１～13日 東山動植物園秋祭り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

1～19日 デンパーク秋穫祭 安城市 安城産業文化公園 0566-92-7111

1～15日 がんだて公園(紅葉） 下呂市 小坂町落合 0576-62-2215

1～15日 御在所岳（中腹）(紅葉） 下呂市 御在所岳中腹 059-392-2261

1～23日 郡上八幡城下もみじ祭り 郡上八幡市 郡上八幡城 0575-67-1819

1～29日 やっとかめ文化祭 中区 大須商店街ほか 052-262-2580
狂言や歌舞伎街中で
の上演問い合わせは
実行委員会

１～30日 岩屋堂・定光寺もみじ祭り 瀬戸市 岩屋堂・定光寺 0561-85-2730

１～30日 香嵐渓もみじ祭り 豊田市 足助町 0565-62-1272

１～30日 小原四季桜まつり 豊田市
小原ふれあい公園・
四季桜の里

0565-65-3808

１～30日 あかりの街並み～美濃～ 美濃市 うだつの上がる街並み一帯 0575-35-3660

3日 多治見まつり 多治見市 多治見市役所～多治見駅 0572-23-5444

3日 皇女和宮降嫁行列 中津川市 馬篭宿 0573-69-2336

3日 氏郷まつり 松阪市 松坂駅前周辺商店街 0598-23-7771

3日 うの宮神社秋祭り 伊賀市 うの宮神社 0595-59-2501 8:30～16:00

3～23日 中山道のれんコンテスト 恵那市 長島橋～大井本陣跡 090-7037-3868

3～26日
（土日のみ）

あかりの明治村 犬山市 明治村 0568-67-0314 土日は19時まで延長

4日 朝日写真教室 名古屋市 東山動植物園 052-221-0304 締切10/30

4日
養老改元フェスタ
天平衣装子ども行列

養老町 養老公園芝生広場 0584-32-1100 13:00～14:00

4日 明野航空祭 伊勢市 陸自明野駐屯地 0596-37-0111 10:00～15:00

4～5日 岡崎城下家康公秋祭り 岡崎市 岡崎公園多目的広場ほか 0564-23-6210

4～5日 岡崎ジャズストリート 岡崎市 籠田町公園ほか 0564-83-5187 詳細は公式サイトへ

4～12日 人形小路菊まつり 高浜市 人形小路周辺 0566-52-2808
スタンプ・山車なども
10時～16時

4～30日 王滝渓谷もみじ祭り 豊田市 王滝町 0565-77-8089

5日 豊明秋祭り 豊明市 市役所駐車場 0562-92-8312

5日 段戸裏谷原生林きららの森 設楽町 設楽町田峯字段戸 0536-62-1000
樹齢200年の巨木が
茂る自然の宝庫

5日 大坊の楽市 美浜町 野間大坊境内 0569-87-0050

5日 付知峡 中津川市 付知峡 0573-82-4737

5日 岐阜市農業まつり 岐阜市
ＪＲ岐阜駅北口
駅前広場ほか

0584-71-0294 9:30～15:30荒天中止

5日 中山道赤坂宿まつり 大垣市 赤坂本陣公園 0584-71-0294 9:30～16:00

5日 芭蕉元禄大垣きもの園遊会 大垣市
大垣駅通り、本町通り、
美濃路ほか

0584-77-1535 10:00～15:00

5日 古式日本刀鍛錬一般公開 岐阜・関市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

5日 関宿街道祭り 亀山市 東海道関宿 0595-96-1215 三重県フォトハイク

5日 観阿弥祭 名張市 観阿弥ふるさと公園 0595-63-7892 10:00～12:00

5日 太地浦クジラ祭り 太地町 太地漁港ふれあい広場 0735-59-2335

5日・12日 南大津通り歩行者天国 名古屋市 中区栄～矢場町 052-241-9804

5～15日 揖斐峡の紅葉 揖斐川町 揖斐川町三倉 0585-55-2020

5～20日 大井平公園もみじまつり 豊田市 稲武町大井平公園 0565-83-3200

5～25日
古今伝授の里
フィールドミュージアム

郡上市 大和町牧 0575-88-3244
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5～25日 横谷峡（四つの滝） 下呂市 金山町金山 0576-32-3544

6～12日 春日井市菊花大会 春日井市 市民ホール・市民サロン 0568-85-6281

8～19日 郡上八幡城天空のもみじ庭園 郡上市 郡上八幡城園内ライトアップ 0575-67-0002 日没～21:00

10～30日 鳳来寺山もみじ祭り 新城市 鳳来寺山 0536-32-0022

11日 東栄町花祭り 東栄町振草 小林諏訪神社 0536-76-5255

11日 参候祭り 設楽町 三橋津島神社 0536-62-1000 19:00開演

11～12日 セトまるっと秋の窯めぐり 瀬戸市 赤津・信濃・水野エリアほか 0561-85-2730

11～12日 東栄町花祭り 東栄町御園 御園集会所 0561-76-0283

11～12日 美濃市産業祭 美濃市 美濃市運動公園 0575-33-1122

11～12日 羽島市なまずまつり 羽島市 ＪＲ羽島駅前通周辺 058-392-9664

11～12日 横丁きもの日和 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

11～30日 寂光院紅葉祭り 犬山市 継鹿尾観音寂光院 0568-61-0035

12日（予定） タカドヤ湿地もみじ祭り 豊田市 小田木町タカドヤ湿地 0565-83-3200

12日 秋フェスタ 東白川村 中河原水辺公園 0574-78-3111 村の秋の収穫祭

12日 坂下地歌舞伎公演 中津川市 坂下公民館 0573-75-2111 11:00～

12日 松阪もめんフェスティバル 松阪市
カリヨンビル、
中心市街地一帯

0598-51-7811

13～26日 聚楽園公園もみじまつり 東海市 聚楽園公園内 0562-32-5149

15～25日 名城公園の紅葉 北区 名城公園 052-911-8165

15～25日 大谷田神社もみじ谷 美濃市 大谷田神社境内の楓谷 0575-35-3660

15～25日 蘇水峡の紅葉 八百津町 錦織周辺 0574-43-2111

15～25日 上野公園紅葉 伊賀市 上野公園 0595-24-0270

15～30日 岡崎東公園の紅葉 岡崎市 欠町東公園 0564-24-0050 ライトアップも

中旬～30日 興正寺の紅葉 昭和区 八事山興正寺 052-832-2801

18～19日 恵那峡県立自然公園 恵那市 恵那峡県立自然公園 0573-25-4058

18～26日 そぶえイチョウ黄葉祭り 稲沢市 祖父江町山崎 0587-97-5800

18～30日 特別展「北斎だるせん！」 瑞穂区 名古屋市博物館 052-853-2655
葛飾北斎にスポットを
当てた展覧会

18～30日 くらがり渓谷の紅葉まつり 岡崎市 石原町 0564-23-6920

19日 瑞浪市農業祭 瑞浪市 瑞浪中央公園 0572-68-5267

19日 東栄町花祭り 東栄町東薗目 憩いの家東薗目荘 0536-76-0460

19日 多度草競馬大会 桑名市
アイリスパークみぞの
ふれあい公園

0594-48-2702

19日 頭の宮四方神社例大祭 三重・大紀町 頭の宮四方神社 0598-72-2316
餅つき13:00～15:00、
餅まき15:00～

22～23日 東栄町花祭り 東栄町月 月集会所 0536-76-0420

23日 ひんここ祭 美濃市 大矢田神社 0575-33-1122
11:30～12:00、
14:00～4:30

23日 多度流鏑馬まつり 桑名市 多度大社 0594-48-2037

23日 桑名七福神まつり 桑名市 十念寺 0594-23-3388 10:00～雨天決行

23日 大森神社例祭（どぶろく祭） 熊野市 大森神社 0597-89-0100

24～26日 鈴鹿バルーンフェスティバル 鈴鹿市 鈴鹿川河川緑地ほか 059-382-9020

25～26日 東栄町花祭り 東栄町足込 足込集会所 0536-79-1193

25～30日 東栄町花祭り 東栄町三輪 河内長峰神社 0536-79-3451

25～30日 養老公園紅葉 養老町 養老公園 0584-32-1108

25～30日 宮妻峡・水沢もみじ谷 四日市市 宮妻峡・水沢もみじ谷 059-357-0381

26日 宮路山もみじまつり 豊川市 赤坂町宮路（第一駐車場） 0533-88-2881
お天気の良い日
には富士山も！

26日 半田赤レンガマルシェ 半田市 半田赤レンガ建物・芝生広場 0569-24-7031


