
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

11/4～2日 王滝渓谷もみじまつり 岡崎市 王滝渓谷一帯 0565-77-8089

11/8～25日 JＲ名古屋タカシマヤクリスマス 中村区 ジェイアールなごや高島屋 052-566-1101

11/11～25日 ノリタケの森クリスマスガーデン 西区 ノリタケの森 052-561-7290

11/17～3日 東山動植物園紅葉祭り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

11/18～10日 観楓会／あかりアート 熱田区 白鳥庭園 052-681-8928
あかりアート
（１日～１０日）

11/18～31日 ウインターイルミネーション 千種区 星が丘テラス 052-781-1266
１００棟のミニチュア
ハウスが光輝く

11/25～3日 愛岐トンネル特別公開 春日井市 ＪＲ定光寺ー愛岐トンネル群 もみじの隠れた名所

11/25～3日 普門寺もみじ祭り 豊橋市 普門寺 0532-41-4500

【１２月以降】

1日 新嘗祭・愛宕大祭 鈴鹿市 椿大神社 059-371-1515

1～5日 養老公園紅葉 岡崎市 養老公園 0584-32-1108

1～5日 紅葉見ごろ金生山明星輪寺 大垣市 赤坂町明星輪寺 0584-71-0124 濃尾平野が一望に

1～10日 徳川園紅葉祭り 東区 徳川園 052-935-8988

1～10日 豊田佐吉生誕１５０周年特別企画 西区 トヨタ産業技術記念館 052-551-6115
引き継がれる佐吉
の志

1～11日 謎解きみのまち数の謎 美濃市 美濃和紙あかりアート館 0575-33-2168

1～25日 ツインアーチのメリークリスマス 一宮市 １３８タワーパーク 0586-51-7105

1～31日 冬の光物語 海津市 木曽三川公園 0584-54-5531
北欧の大自然を
５０万球の光で表現

1～1/4日 まちなかイルミネーション 田原市 駅前､中央広場､はなとき通り 0531-24-2345

1～1/8日
三ヶ根山スカイライン
・イルミネーション

西尾市 三ヶ根山山頂駐車場 0563-65-2169

1～1/8日 名駅通りイルミネーション 中村区 駅前ロータリー～笹島交差点 052-585-2861

1～1/14日 広小路イルミネーション 中村区・中区 笹島交差点～中区葵町 052-581-7036

1～1/14日
イルミネーションストーリー
inトヨタ2017

豊田市
ペデストリアンデッキ、コモ・
スクエア周辺、駅東ロータリー

0565-33-0002

1～1/21日
2017刈谷ハイウェイオアシス
ロマンティックイルミネーション

刈谷市 刈谷ハイウェイオアシス 0566-35-0211

1～1/31日
ルーセントタワーウインター
イルミネーション

西区 ルーセントタワー

1～1/31日 テニテオイルミナード2017 岐阜市
みんなの森メディアコスモス
せせらぎの並木テニテオ

058-265-4101
全長240ｍの並木道を
照らすイルミネーション

1～2/4日 シンホニー豊田ビルイルミネーション 中村区 シンホニー豊田ビル 052-527-8800

1～2/28日 蒲郡駅前イルミネーション 蒲郡市
蒲郡駅南口駅前広場・
北駅前広場

0533-66-1120

1～3/31日
セントレアイルミネーション
～カテドラルの鐘～2０１７

常滑市
中部国際空港セントレア
ターミナルビル４階スカイデッキ

0569-38-1195

1～3/31日 史上最光の冬ラグーナ 蒲郡市 ラグーナテンボス・ラグナシア 0533-58-2700

2､9､16､23～24 下呂温泉花火ミュージカル 下呂市 下呂大橋上流飛騨川河畔 0576-25-4711

2～3日 熱気球琵琶湖横断 滋賀県高島市 安曇川町近江白浜 0740-22-6108

2～3日 東栄町花祭り（中設楽） 東栄町中設楽 中設楽花祭舞庭 0536-76-0355

2～25日
名古屋港 FIREWORKS by
NAKED 2017 －光の雪花火－

港区 ガーデン埠頭 052-654-7894 光の雪花火

2～25日
スマイルキャンドル
イルミネーション

各務原市
河川環境楽園内
オアシスパーク

0586-89-6766
笑顔をテーマに
キャンドルナイトは、
土・日・祝と２５日

2～1/31日
ラヴァ―ズストリート
メモリアルイルミネーション
in 保田ヶ池

みよし市 保田ヶ池公園 0561-34-1234

3日 大坊の楽市 美浜町 野間大坊境内 0569-87-0050

中部本部管内イベント案内（２０１７年１２月版）
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日時等が変更されている場合もあります。確認の上、おでかけください。
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3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 10:30～､13:30～

3日 山岡の歌舞伎祭 恵那市 山岡公民館 0573-65-1506

3～31日 ヨットハーバーイルミネーション 南伊勢町 志摩ヨットハーバー 0599-66-0933

5～31日 学びの森イルミネーション 各務原市 学びの森プロムナード 058-383-1111
真っ白な雪の並木道
を演出

5日 敢国神社おんまつり 伊賀市 一の宮877 0595-23-3061 獅子神楽

9日 池ノ上みそぎ祭 岐阜市 葛懸神社 058-232-8770 1:30開始15:00みそぎ

10日 真田祭り 豊橋市 真田神社 0532-54-1484 喘息平癒祈願

10日 火渡神事あきば大祭 小牧市 福厳寺 0568-79-2183

10日 東栄町花祭り（中在家） 東栄町奈根 老人憩いの家明壽荘 0536-76-0690

14日 吉良公毎歳忌 西尾市吉良町 華嚴寺 0563-57-0935

15～20日 全日本写真展2017 中区 ワキタギャラリー 052-221-0304 中部本部行事

16日 秋葉の火渡神事 熱田区 円通寺 0120-560-566

16日 秋葉の火渡神事 天白区 平針秋葉山滋眼寺 052-801-0016

16日 きらきらウォーク 碧南市
久沓公園、
ホール東側駐車場等

090-8950-4840

16日 サンタ電車
桑名市～
東員町～
いなべ市

三岐鉄道北勢線沿線 059-364-2143
四日市大学の学生と
三岐鉄道のコラボ
子供向けのイベント

16～25日 知立ドリームイルミネーション 知立市 新池公園(噴水広場） 0566-81-0900

16～28日 おかげ横丁歳の市 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

17日 長松寺どんき 豊川市 長松寺 0533-75-2475

17日 夫婦岩大注連縄張替神事 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020

22日 冬至祭 伊勢市 内宮宇治橋前 0596-24-1111
宇治橋大鳥居中央
から日の出

23日 いつきのみや追儺のまつり 多気郡明和町 いつきのみや歴史体験館 0596-52-3890
平安時代の大晦日に
行われた

23日 管粥神事 西尾市 金石神社 0563-57-7840

24日
Love&Peaceキャンドル
イルミネーションin下呂

下呂市 下呂温泉 0576-24-1000

24日 伊勢太神楽 桑名市 増田神社 0594-23-2498
伊勢神宮へ参拝でき
ない人の代わりに
神楽を奉納する神事

27日 御滝注連縄張替 那智勝浦町 飛龍神社 0735-55-0321

～上旬 八事興正寺の紅葉 昭和区 八事山興正寺 052-832-2801

～上旬 鳳莱峡・板敷川の紅葉 新城市 鳳来峡・板敷川 0536-32-0022

～上旬 くらがり渓谷の紅葉 岡崎市 石原町牧原日影 0564-23-6384

～上旬 粥見のさざんか 松阪市 飯南町粥見 0598-32-2511 天然記念物個人所有

～上旬 滝頭公園の紅葉 田原市 滝頭公園 0531-22-3936

～上旬 河内渓谷の紅葉 津市 河内渓谷 059-266-2510

～上旬 網掛山もみじ谷の紅葉 大紀町阿曽 網掛山もみじ谷登山道 0598-86-2243

～上旬 紅葉 四日市市 宮妻峡・水沢もみじ谷 059-357-0381

～上旬 紅葉・ライトアップ 岡崎市 東公園 0564-24-0050
ステージイベント
(12/2、3)

～中旬 大和谷渓谷の紅葉 多気郡大台町 大和谷渓谷 0598-84-1050

中旬～ 面ノ木原生林の樹氷 豊田市 面ノ木園地 0565-83-3200 ２月頃まで

※このほかにも各地でイルミネーションが行われています。
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