
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

～3日 城下町のおひなさん 伊賀市 上野本町通り周辺 0595-26-7788

～3日 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

～4日 瀬戸のお雛めぐり 瀬戸市 瀬戸蔵ほか 0561-85-2730

～4日 はんだ蔵のまち桃の節句 半田市 蔵まち・半田赤レンガ 0569-32-3264

～11日 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？

～11日 人形小路雛祭り 高浜市 人形小路一帯 0566-52-2808 2/243/3こども雛行列

～11日 佐布里梅まつり 知多市 佐布里梅林 0562-33-3151

～11日 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

～11日 春まつり・うめまつり 豊橋市 向山緑地 0532-51-2430

～11日 谷汲盆梅展 揖斐川町 旧谷汲観光資料館 0585-55-2231

～12日 赤塚山公園梅まつり 豊川市 赤塚山公園 0533-89-8891

～12日 安八の梅まつり 安八町 安八百梅園 0584-64-3111

～14日 免々田川 菜の花桜まつり 田原市 豊橋商工信用組合福江支店前 0531-32-1251
イベント開催日
2/24,253/3,4

～18日 歴史記念館特別展 おひなさま 日進市 岩崎城歴史記念館 0561-73-8825

～21日 大縣神社 梅園うめまつり 犬山市 大縣神社 0568-67-1017

～21日 しだれ梅まつり 天白区 農業センター 052-801-5221

～31日 渥美半島菜の花まつり 田原市 渥美半島一帯および伊良湖岬 0531-23-3516 見ごろは2月中旬以降

～31日 旭日高原 雪そりゲレンデ 豊田市 旭日高原元気村 0565-68-2755
人口造雪機による
そり専用ゲレンデ

～31日 冬の下呂温泉 花火物語 下呂市 下呂大橋・阿多野谷周辺 0576-25-4711 3月末まで

～4/3日 いなぶ旧暦おひな祭り 豊田市
「どんぐりの里いなぶ」
周辺旧街道沿

0565-83-3838

～4/3日 お雛祭りと福よせ雛 郡上市 八幡町内 0575-67-0002

～4/3日 土雛まつり 下呂市 下呂温泉合掌村内 0576-25-2239

～4/8日 尾張徳川家の雛まつり 東区
徳川美術館3月3日目で見る
雛祭り十二単衣着装公開

052-935-6262
会場講堂入館者
見学自由 11時～12時、
14時～15時

【3月以降】

1～4/3日 飛騨高山雛祭り 高山市 民芸館、旧家など

～下旬 川売の梅花まつり 新城市 川売地区 0536-32-0022 見ごろは彼岸の中日

毎日 恋の三社めぐり 名古屋市

・城山八幡宮（連理木）
　052-751-0788
・高牟神社(古井の水）
　052731-2900
・山田天満宮（寄り添いの石）
　052-981-5695
　スタンプ台紙に押し印を集め
　てみては？

2日 管の粥神事 愛西市 日置八幡宮 0567-26-8111

2～4日 初午の大祭 松阪市 岡寺山継松寺 0598-21-0965

3日 奉射祭 津島市 津島神社 0567-26-3216

3～4日 いなざわ梅まつり 稲沢市 愛知県植木センター 0587-22-1414

3～4日 東栄町花祭り(布川）
東栄町

（中設楽）
布川集会所 0536-78-5222

3～18日 平芝公園 豊田市 平芝公園 0565-33-3475 イベント開催日3/3,4

4日 きねこさ祭 中村区 七所社 052-412-3671

中部本部管内イベント案内（２０１８年３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。
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4日 中田の裸祭り 豊田市 中田大国御霊神社 0565-57-5522 日程未確認

4日 東濃歌舞伎　中津川保存会 中津川市 東美濃ふれあいセンター 090-8134-0201

4日 古式日本刀鍛錬　一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

4日 千虎甘酒まつり 郡上市 千虎白山神社 0575-67-1808

4日 荷機稲荷神社初午祭 瑞浪市 稲津町小里地内 0572-67-2222

4日 小山観音初午祭 美濃加茂市 小山観音 0574-26-9133

5日 御船祭 鳥羽市 青峰山正副寺 0599-55-0061

クジラに乗ってきたと
いう伝説の本尊開扉、
奉納された大漁旗が
鮮やか

9日 金神社骨董市 岐阜市 金神社境内 052-731-5586

10～11日 名古屋シティマラソン 東区 ナゴヤドーム（スタート）

10～12日 神戸の寝釈迦祭 鈴鹿市 龍光寺 059-382-1189

11日 名古屋ウィメンズラソン 東区 ナゴヤドーム（スタート/ゴール）

11日 オコワ祭り 愛西市 勝幡神社 0567-55-7137

11日 おたがまつり
田原市

（六連町）
長仙寺 0531-23-3516

11日 大縣神社豊年祭 犬山市 大縣神社 0568-67-1017

11日 一色の翁舞 伊勢市 一色町公民館 0596-25-6526 国指定文化財

11日 時又初午はだか祭り 飯田市 天竜川時又港一帯 0265-22-4851

12日 奈良二月堂 松明調進行事 名張市 極楽寺 0595-63-9148
翌年の松明を徒歩で
届ける

12日 東大寺二月堂 修二会 奈良市 東大寺 松明は1日～14日間

15日 田縣神社 豊年祭 小牧市 田県神社 0568-76-2906

16～18日 福よせ雛かわら美術館 高浜市 焼物の里かわら美術館 0566-52-3366

17日 開扉祭（おみと） 津島市 津島神社 0567-26-3216
開始時間19:30～700年
以上も続く重要な祭礼

17～18日 近江の左義長まつり 近江八幡市 日牟礼神社 0748-33-6061

18日 楊枝薬師祭 熊野市 熊野市楊枝 0597-89-4111

18～24日 讃仏会春彼岸 津市 高田本山専修寺 059-232-4171

20～4/10日 佐奈川の桜と菜の花 豊川市 佐奈川堤 0533-89-2206

20～21日 真桑人形浄瑠璃 本巣市 物部神社 058-323-3222 20試樂21本楽

21日 種まき権兵衛祭 紀北町 種まき権兵衛の里 0597-46-3555

24～25日 半田乙川祭禮 半田市 乙川八幡神社

25日 財賀寺 知恵文殊まつり 豊川市 財賀寺 0533-87-3494

25日 常盤座　歌舞伎公演 中津川市 常盤座 0573-72-2144 10時～12時

25日 迫間不動尊　春季大祭 関市 迫間不動尊 0575-22-7839 火渡り神事12時30分～

25～4/15日 笠松春祭り 笠松町 奈良津堤ほか 058-388-1114

26～4/15日 木曽三川公園チューリップ祭り 海津市 木曽三川公園 0584-53-1111

下旬～4/上旬 岐阜公園・長良川堤の桜 岐阜市 大宮町 058-214-2184

下旬～4/上旬 多治見市 虎渓公園の桜 多治見市 4虎渓公園 0572-23-5444

下旬～5/上旬 相川鯉のぼり祭 垂井町 垂井町相川 0584-22-1151

29日 名古屋金シャチ横丁開業 中区 名古屋城内 052-973-9011

31日～ 水の都舟下り 大垣市 水門川 0584-77-1535 たらい舟は４月
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