
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

～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

～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

～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

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

～2/18 寒を遊ぶ徳川園の冬牡丹 東区 徳川園 052-935-8988

～2/18の土日祝 きらめき明治村 犬山市
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。きらめき
明治村開催日は20時
まで延長

～2/25の土日祝 冬の風物詩「たき火とサル」 犬山市 モンキーバレイ 0568-61-2327
たき火　11：30～14：00
ほかほかお芋タイム
14：00～

～2/25
CITY LIGHT FANTASIA
by NAKED

中区 名古屋テレビ塔屋内展望台 052-971-8546

～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

～2/25の土日祝 モリコロパーク　雪まつり 長久手市 愛・地球博記念公園 070-6660-8696
天然の雪で雪遊び
（交流広場、地球市民
交流広場）

～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

～2/28 冬の飛騨高山ライトアップ 高山市 宮川中橋付近 0577-36-1011
イルミネーションが
見もの

～2/28 「冬の白銀ライトアップ」 高山市 飛騨の里 0577-34-4711
ライトアップ
17：30～21：00

～3/4
ひなまつり展
おひなさまと錦絵

知多市 知多市歴史民族博物館 0562-33-1571

～3/4 瀬戸のお雛めぐり 瀬戸市 瀬戸蔵周辺一帯 0568-85-2730

～3/11 顔ハメ展 中区 名古屋テレビ塔 052-971-8546

顔ハメ看板の展示・体
験イベント「どうやって
顔をはめるの？」
違う自分？

～3/中旬 うめまつり 豊橋市 向山緑地内梅林 0532-51-2430

～3/18 ひな人形展 みよし市 市立歴史民俗資料館 0561-34-5000

～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

～3/31 菜の花祭り 田原市 渥美半島 0531-23-3516

～4/10 天然黒ぐろ―鉄と炭素の物語 常滑市 ＩＮＡＸライブミュージアム 0569-34-8282 毎週水曜日定休

【２月以降】

2/1～2/5 尾鷲ヤーヤー祭り 尾鷲市 尾鷲神社ほか 0597-23-8261

ヤーヤーの練り
2～4日 19：00～
大名行列・道中踊ほか
5日 12：00ころ

2/1～2/14 新穂高温泉中尾かまくら祭り 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷 0587-89-2614

2/2 花の窟のお綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-0100 10：00～１２：00

2/2～2/3 木曽路氷雪の灯り祭 木曽町 木曽福島駅、矢沢地区～関所 0264-23-1122 コンテスト有

2/3 湯たて神事 昭和区 御器所八幡宮 052-881-9512 神事 8：30～

2/3 大須観音節分会 中区 大須観音 052-231-6525 栄から福の神の行列も

そのほか各地で節分祭あり
笠寺観音、龍泉寺、荒子観音、
成田山、甚目寺観音、砥鹿神
社、真清田神社など。
2～3日開催も。

2/3～4/8 尾張徳川家の雛祭り 東区 徳川美術館 052-935-6262

2/3、10、17、24 湯谷の花祭り 新城市 湯谷温泉大駐車場 0536-32-0022 20：00～22：00

2/3 玉性院節分つり込み祭り 岐阜市 加納天神町玉性院 058-271-0483

赤鬼にふんした厄男と
おかめに扮したやく女
を御所車に乗せて町内
を練り歩く

2/3 宝光院はだか祭 大垣市 野口宝光院 0584-91-8326 区間臨時バスあり

2/3 谷汲山華厳寺　節分厄除け 揖斐川町 谷汲山華厳寺 0585-55-2033

2/3 木曽路氷雪の灯り祭 塩尻市 奈良井宿 0264-23-1122 コンテストあり
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2/3 木曽路氷雪の灯り祭 木曽福島
開田高原
西野（昼夜）・王滝村（夜）

0264-23-1122 コンテストあり

2/3 鬼押さえ節分会 津市 津観音寺 059-225-4013

2/3～2/4 ロープウェーナイター運転 菰野町 御在所ロープウェイ 059-392-2275
2/10～2/12
16：00～20：00

2/4 大坊の楽市 美浜町 野間大坊境内 0569-87-0050

2/4 三光寺節分星まつり 山県市 山県市富永三光寺 0585-32-0078

2/4 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

2/4 来振寺節分星まつり 大野町 宝雲山明星院来振寺 0585-32-0078 素足の火渡り13：30～

2/4、2/12 白川郷ライトアップ 白川村 和田家、明善寺付近
マイカー規制　展望台
入場制限あり

2/4～4/3 城下町のお雛祭りと福よせ雛 郡上市 郡上市八幡町 城下町一帯 0575-67-0002

2/6 酒蔵開放 愛西市 青木酒造 0567-31-0778

2/7～2/8 八日戎 名張市 鍛治町蛭子神社 0595-63-9087 8：00～21：00

2/9～2/12 名城公園梅まつり 北区 フラワープラザ 052-913-0087

2/10 郡上本染鯉のぼり寒ざらし 郡上市 小駄良川下流 0575-67-1808
11：00～12：00
ライトアップは前日

2/10～2/11 天下祭 豊田市 松平郷祭り広場 0565-77-8089 はだか祭

2/10～2/11 わんにゃんドーム2018 東区 ナゴヤドーム 052-243-8600
入場料/大人\1700
こども\1000

2/10～2/11 鬼祭 豊橋市 安久美神戸神明社 0532-52-5257 県本部撮影会は11日

2/10～3/4 東海道のお雛さま亀山・関 亀山市 亀山宿・関宿 0595-97-8877

2/10～3/11 中馬のお雛さんin足助 豊田市 足助の古い町並み一帯 0565-62-1272

2/10～3/11 佐布里池梅まつり 知多市 佐布里梅林 0562-33-3151

2/10～3/12 赤塚山公園梅まつり 豊川市 赤塚山公園 0533-89-8891

2/11 鳥羽の火祭り 西尾市 鳥羽神明社 0563-57-7840

2/11 おこわ祭 あま市 七宝町下の森八幡神社 052-442-8522

2/11 田峯田楽祭 設楽町 田峯観音（谷高山高勝寺） 0536-64-5028
08：00～10：00
16：00～20：00

2/11 国府の市まつり 豊川市 旧東海道 0533-89-2206

2/11 常納元服帯祭 愛西市 常納白山神社 0567-55-7137 ゴミかけ祭り

2/11 ねのひ蔵開き 常滑市 盛田酒造 0569-37-0511
常滑駅から
無料送迎バスあり

2/11 今尾の左義長 海津市 平田町今尾地区 0584-53-1374 12：00に火が放たれる

2/14 免々田川菜の花・桜まつり 田原市 福江町免々田川周辺 0531-32-1251

2/15～2/25 平湯大滝結氷祭り 高山市 奥飛騨温泉郷 0578-89-3030
ライトアップ
18：00～21：00

2/16 小朝拝 津島市 津島神社 0567-26-3216

2/17 鬼まつり 岡崎市 瀧山寺 0564-46-2296

2/17～3/3 城下町のおひなさん 伊賀市 上野本町通り周辺 0595-22-9670

2/17～3/3 松阪まちなかお雛さま祭 松阪市 中心市街地・中心商店街周辺 0598-21-1578

2/17～3/31 鈴鹿の森庭園梅まつり 鈴鹿市 鈴鹿の森庭園 059-371-1777
開花に合わせての
ライトアップあり

2/18 馬頭観音大祭 知多市 大智院 0569-42-0909 9：00～16：00

2/18 酒蔵開放 蟹江町 山田酒造 0567-95-2048

2/18 138タワーパーク凧揚げ祭 一宮市 木曽三川公園 0586-51-7105

2/中旬～3/3 津・大門のおひなさん 津市 津観音寺、だいたて商店街 059-223-0090

2/18～3/21 大縣神社梅園梅まつり 犬山市 大縣神社 0568-67-1017

2/22 田まつり 豊川市 菟足神社 0533-72-3246
稲作の経過を演じつつ
豊作祈願

2/23～3/21 しだれ梅まつり 天白区 農業センター 052-801-5221

2/23～25 酒蔵開放 常滑市 澤田酒造 0569-35-4003

2/24 初金毘羅宵祭り 飛騨市 神岡町市街地 0578-82-2253 行列スタート18：00

2/24 汗かき地蔵祭り 志摩市 大王町波切堂の山薬師堂 0599-46-0570
吉事の時は白い汗、
凶事の時は黒い汗？

2/25 どぶろく祭 大府市 長草天神社 0562-45-6227
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2/25 岩津天神梅花祭 岡崎市 岩津天満宮 0564-45-2525

2/25 酒蔵開放 緑区 神の井酒造 052-621-2008

2/25 武四郎まつり 松阪市 松浦武四郎記念館 0598-56-7905
生誕200年　北海道の
名付け親

2/26 カッチン玉祭り 東区 六所神社 052-711-3609

2/28 儺追神事（はだか祭） 稲沢市 国府宮 0587-23-2121
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