
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前年からの分】

12/2～2/18
の土日祝と

12/29、1/2～1/3
きらめき明治村 犬山市

博物館明治村
呉羽座中心の4丁目、
帝国ホテル中心の5丁目

0568-67-0314

マッピングもあり
(12/31、1/1を除く)
煌めき明治村開催日は
20時まで延長

11/25～1/3 イルミネーションフェスタ in あま あま市 美和文化会館 052-442-8831

11/4～1/5 まちなかイルミネーション 田原市
三河田原駅前・中央広場・
はなとき通り一帯

0531-24-2345

11/3～1/8 コチラレーシングイルミネーション 鈴鹿市 鈴鹿サーキットホテルガーデン 059-378-1111
イルミネーション
(日没～24:00)

11/8～1/8 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

12/1～1/8
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

12/1～1/8 冬のイルミネーション競演 半田市
半田中町商店街・クラシティ・
半田ランブリングタウン・
蔵しっくたうん

0569-21-0311

12/2～1/8
ウインターイルミネーション
in 太田川2017

東海市
どんでん広場・大屋根広場
・ロータリー前

0562-32-5149

12/2～1/8
岡崎イエヤスコウ
イルミネーション2017

岡崎市 岡崎公園内 0564-23-6216

12/30～1/8 開運！トバスイで運をつかもう！ 鳥羽市 鳥羽水族館ジュゴンコーナー前 0599-25-2555 9:00～17:00

10/28～1/14 広小路イルミネーション 名古屋市 笹島交差点～広小路葵交差点 052-581-7036

11/10～1/14 小牧駅周辺イルミネーション 小牧市 名鉄小牧駅周辺 0568-76-1173

11/25～1/14
ウインターフェスティバル
イルミネーション

安城市 安城産業文化公園デンパーク 0566-92-7111

11/3～1/21
2017刈谷ハイウェイオアシス
～光のオアシス～感謝

刈谷市 刈谷ハイウエイオアシス 0566-35-0211

11/18～1/31
星が丘テラス
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

11/8～1/31
名古屋ルーセントタワー
ウインターイルミネーション

中村区 名古屋ルーセントタワー

11/30～1/31 刈谷駅周辺イルミネーション 刈谷市 刈谷駅周辺 0566-23-4100

12/2～1/31
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

12/5～1/31 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 0581-383-1111

11/8～2/4
シンフォニー豊田ビル
イルミネーション

中村区 シンフォニー豊田ビル
052-527-8800
東和不動産

12/3～2/12
半田赤レンガウインター
イルミネーション

半田市 半田赤レンガ建物 0569-24-7031

11/19～2/14
とよはしキラキラ
イルミネーション2017

豊橋市 豊橋駅東口周辺 0532-55-8101

11/30～2/14 冬の七夕カーニバル 一宮市 尾張一宮駅周辺 0586-72-4611

11/17～2/25
栄南・大須
ウインターイルミネーション

中　区 南大内通り～南伊勢町通り 052-241-9804

10/29～2/28 蒲郡駅前イルミネーション 蒲郡市 蒲郡駅前広場・北駅前広場 0533-66-1120

11/3～3/31 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

【1月以降分】

1/1～1/3と
～1/28の土日祝

ツインアーチのメリークリスマス
Rｉｎｇ輝く明日へ。

一宮市 国営木曽三川公園 0586-51-7105

1/1～1/7 神社や寺院の初詣
熱田神宮・豊川稲荷・伊勢神
宮・
その他最寄りの神社寺院へ

1/1 名古屋城 城開き 中　区 名古屋城 052-231-1700
開門9:00
尾張万歳・戦国武将隊
も参加

1/1 尾張万歳 元旦奉納公演 知多市 八幡神社 0562-51-5637 10:30～、14:00～
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1/1 鳳来寺山初日の出 新城市 鳳来寺山鷹打場 0536-32-0022
初日の出は、中部国
際空港・TV塔など他
の場所でも！

1/2 古式日本刀鍛錬 関市 関鍛冶伝承館 0575-24-6455 打ち初め式10：00

1/2 神楽始祭 一宮市 真清田神社 0586-73-5196 1/1～5日　火の輪くぐり

1/8～2/25
の土日祝

冬の風物詩「たき火とサル」 犬山市
日本モンキーセンター
（モンキーバレイ）

0568-61-2327

11:30～14:00
たき火
14:00～
ほかほかお芋タイム

1/2～1/3 花祭り（下黒川） 豊根村 ほのぼの会館 0536-85-1611

1/2～1/3 花祭り（津具） 設楽町 白鳥神社舞庭 0536-83-2114

1/2～1/3 東栄町花祭り(古戸） 東栄町振草 古戸会館 0536-78-5346

1/3 てんてこ祭り 西尾市 熱池八幡社 0563-57-7840 13:00開始

1/3 鳳来寺田楽まつり 新城市 鳳来寺 0536-32-0022 10時～3時

1/3 デンデンガッサリ 岡崎市 山中八幡宮 0564-23-6217 14:00～

1/3 田遊び祭 豊川市 砥鹿神社 0533-93-2001 14:30～

1/3～1/4 篠島大名行列祭 南知多町 篠島 0569-67-2005
大名行列・奴踊りと島
の灯りが落とされる
3日夜が見どころ

1/3～1/4 花祭り（上黒川） 豊根村 熊野神社 0536-85-1611

1/3～1/4 御神楽祭り 豊根村富山 熊野神社 0536-85-1611 湯立て神事

1/4 弓始奉射会 中 区 護国神社 052-201-8078 10時～

1/5 あつた初ゑびす 熱田区 熱田神宮 052-671-4151

1/5 相差獅子舞祭 鳥羽市 相差町 0599-21-6660

1/6 6日祭（花奪い祭り） 郡上市 長滝白山神社 0575-82-5900 13時開始

1/6～1/7 東栄町花祭り(下粟城） 東栄町振草 下粟代生活改善センター 0536-78-5112

1/6～1/8 新春茶会 熱田区 白鳥庭園 052-681-8928

1/6～1/14 犬山どぶろく祭 犬山市
犬山城下三光稲荷神社・
既存店

0568-65-0002

1/7 世様神事 熱田区 熱田神宮 052-671-4151 14時～

1/8 八釼八日講祭 西尾市 佐久島八剱神社 0563-56-2459

1/8 だるま寺まつり 知多市 大興寺 0569-42-0702

1/8 ハラソ祭り 尾鷲市 梶賀町魚市場周辺 0597-23-8261 捕鯨を伝える祭り

1/9 若子まつり 名張市 滝之原八幡神社 0595-63-9087
13:00～
祭典後弓引き神事

1/10 たじみワンコイン寄席 多治見市 バロー文化ホール 0572-23-2600 13:00開場

1/10 注連切神事 志摩市 安乗神社 14:00～

1/11
踏歌神事
（あられ走り・オベロベロ祭）

熱田区 熱田神宮 052-671-4151

10時～
影向間社と本宮
13時～
別宮と大幸田神社

1/12～1/13 一乗寺だるま祭 熊野市 一乗寺 0597-85-3609

1/13～2/28 冬のライトアップ 高山市 飛騨の里 0577-34-4711

1/14 名古屋市消防出初式 港　区 ガーデン埠頭 052-972-3504 9:00～14:00

1/14 こうた凧揚げ祭 幸田町 幸田町菱池地内 0564-62-1111

1/14 大龍寺だるま供養 岐阜市 大龍寺 058-266-5588

1/14 八幡祭 大紀町 錦地区 0598-86-2243

1/13 東富田のどんど祭り 四日市市 東富田町浜ひろば他 059-365-1141
Ｒ23号線沿いにある
15基の点火が見事

1/13～1/14 新春六華苑祭り 桑名市 六華苑 0592-24-4466

1/13～3/31 菜の花祭り 田原市 渥美半島 0531-23-3516

＜2/3＞



開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

中部本部管内イベント案内（２０１８年１月版）

場所

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。

1/15 歩射神事 熱田区 熱田神宮 052-671-4151

13時～
最後の矢が射られると
同時に参拝者が、大的
の「千木」目指して押し
かけ奪い合う。

1/15 粥占い祭り 豊川市 砥鹿神社 0533-93-2001

1/15 古川三寺参り 飛騨市 飛騨市古川町 0577-73-2111

1/18 初観音 犬山市 寂光院 0568-61-0035

1/19～3/3 酒蔵めぐり 高山市 市内6件の酒蔵（週替わり） 0577-36-1011

1/20 武者的神事 岡崎市 伊賀八幡宮 0564-26-2789

1/20 初ゑびす・初笑い 志摩市 浜島町恵比寿神社 0599-46-0570

1/20 郡上本染鯉のぼり寒ざらし 郡上市 小駄良川下流 0575-67-1808
13:00～14:00
ライトアップは前日

1/20～1/21 北野天満宮筆まつり 江南市 北野天満宮 0587-53-1858
大筆奉納行列
1/21 14：30～

1/21、1/28、
2/4、2/12

白川郷ライトアップ 飛騨市 和田家、明善寺はじめ 17:30～19:30

1/24～1/25 愛宕市 松阪市 龍泉寺 0598-21-2931

1/28 師崎左義長まつり 南知多町 師崎港 0569-62-3100

1/28 大府七福神祭 大府市
大日寺、地蔵院、普門院、
光善寺、地蔵寺、浄通院、
賢聖院

0562-47-2111
開催日は、前年から
の推定

1/28 山神の獅子舞 玉城町 山田禅寺 0596-58-8212
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