
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月1日～
5月14日

岡崎春ロマンフォトコンテスト
愛知県本部主催
応募締切5/31

８日 フォトハイク撮影会「犬山まつり」 犬山市 犬山駅周辺 愛知県本部主催

～2日 奥山田のしだれ桜 岡崎市 奥山田町公民館前 090-6368-1030
持統天皇が御手植え
されたと伝わる

～3日 いなぶ旧暦雛祭り 豊田市 道の駅どんぐりの里 0565-83-3838

～3日 下呂温泉合掌村土雛まつり 下呂市 合掌村内 0576-25-2239

～5日 すいとぴあ江南さくら祭 江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5111

～8日 尾張徳川家の雛まつり 東区 徳川美術館 052-935-6262

～8日 岩倉桜まつり 岩倉市 五条川畔 0587-66-3400

～8日 赤目延壽院しだれ桜 名張市 赤目町長坂(赤目四十八滝） 0595-63-3004

～13日 岡崎の桜まつり 岡崎市 岡崎公園、乙川、伊賀川など 0564-23-6217
ライトアップ
18時～22時

～15日 亀城公園桜まつり 刈谷市 亀城公園 0566-45-5833 開花状況で変更あり

～15日 笠松春祭り 笠松町 奈良津堤ほか 058-388-1114

～15日 
奥の細道むすびの地記念館
春まつり

大垣市
奥の細道むすびの地
記念館周辺

0584-77-1535
ライトアップ
18時～22時

～15日 水の都おおがき舟下り 大垣市 水門川 0584-77-1535
たらい舟は4/21～
5/6の土日祝

～上旬 カタクリの群生 豊田市 香嵐渓 0565-62-1272
ライトアップ
19時～21時

～上旬 君ケ野ダム公園の桜 津市 美杉町　君ケ野ダム公園 059-262-3014

～中旬 桃山公園桜まつり 大府市 桃山公園 0562-45-6227
ライトアップ
19時～21時

【４月以降】

1日 鬼祭 豊橋市 石巻神社 0532-54-1484
逃げ遅れると１斗間
の粉を！

1日 大坊の楽市 美浜町 野間大坊境内 0569-87-0050

1～3日 桃花祭 一宮市 真清田神社 0586-73-5196
1日短冊際、2日歩射
神事、3日神輿渡御

1～15日 幸田しだれ桜まつり 幸田町 幸田文化公園

1日 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

1日 白髭流流鏑馬 可児市 土田白髭神社 0574-62-1111

1日 乞食祭り(桶がわ祭り） 川辺町 下麻生地区県神社 0574-53-7213

1日 宮リバー度会パーク春祭 度会町 宮リバー度会パーク 0596-62-2416

1日 神宮奉納大相撲 伊勢市 宇治中切町152 0596-24-7162

1日 宣長まつり 松阪市 松坂城址（松坂公園） 0598-23-7771

上旬～中旬 上中のしだれ桃 豊田市 上中町牧ケ洞 0565-68-3653
上中町にある約3000
本のしだれ桃群生地
臨時Ⓟ、散歩道あり

上旬～中旬 恵那峡土土ヶ根のしだれ桜 恵那市 恵那峡テニスクラブ 0573-25-4058 推定樹齢110年

上旬～中旬 吉田川経塚のしだれ桜 恵那市 岩村町吉田川経塚 0573-43-3231 春の農村景観日本一?

1～中旬 コバノミツバツツジ 豊川市 冨士神社・善住禅寺周辺 0533-88-2325
善住禅寺～冨士神社
にかけて数万本群生

1～中旬 みつまたの森 亀山市 安坂山みつまた群生地
坂本の棚田とハイキ
ング

中部本部管内イベント案内（２０１８年４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。

※桜の名所は数多く、日程や見頃などは省略。
荒子川、庄内緑地、鶴舞公園、山崎川、名古屋城、小牧山、清洲城、大池公園、あま市、弥富、西尾、西浦温泉、墨俣、
揖斐二度桜、臥龍桜、荘川桜、薄墨桜、苗代桜、九華公園、名張など適宜お出かけください。

河津桜から伝統の家康行列（4/9）、神明宮大祭（5/13、14）まで
風景やイベントものなど、岡崎の春を自由に撮って応募下さい。
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中部本部管内イベント案内（２０１８年４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。

7日 黒川友禅流し 名古屋市 北区　辻栄橋付近 052-917-6433
散る桜と友禅のコラボ
10時～小雨決行

7日 道三まつり 岐阜市 中心市街地一帯 058-265-3980 雨天は8日に順延

7～8日 犬山祭 犬山市 城下町一帯 0568-61-6000

7～8日 常滑春の山車祭 常滑市 常滑地区 0569-34-8888
6輌重なっての山車
引き回し

7～8日 足助春祭り(山車祭） 豊田市 足助神社 0565-62-0424

7～8日 諏訪神社の大祭 美濃加茂市 諏訪神社 0574-28-1110

7～8日 八百津まつり 八百津町 八百津町中心街 0574-43-2111
三大の山車を合わせ
ると船の形に

7～8日 たじみ陶器まつり 多治見市 本町5～6丁目 0572-25-5588
他に西通り・市之倉
（0572-22-3719）も

7～8日 猪名部神社上げ馬神事 東員町 猪名部神社 0594-76-2424
鎌倉時代から伝わる
神事祭

7～8日 火渡り（春季会式） 鈴鹿市 荒神山観音寺 059-379-0331
行事は7日のみ
大護摩および火渡り

7～8日 鳥羽春祭り 鳥羽市 大山祇神社、賀多神社 0599-25-1157

7～22日 大安寺しだれ桜まつり 豊田市 大安寺境内 0565-83-3200 豊田市指定天然記念

7～22日 瑞龍寺しだれ桜まつり 豊田市 瑞龍寺境内 0565-83-3200
ライトアップ
日没～21時

7～22日 アグリステーション春まつり 設楽町 道の駅アグリステーションなぐら 0536-62-1000 名倉地区コヒガン桜

7～5、6日 伊賀上野NINJAフェスタ 伊賀市 市街地・上野公園など 0595-22-9670

8日 家康行列 岡崎市 伊賀八幡宮～乙川河川敷 0564-77-7283

8日 滝頭桜まつり 田原市 滝頭公園 0531-23-3516

8日 日長の御馬頭祭 知多市 日長神社 0562-33-3151

8日 須賀神社の大祭(山車） 岡崎市 樫山町須賀神社 0564-23-6217 岡崎市観光協会

8日 池田サクラまつり 池田町 霞間ヶ渓公園・大津谷公園 0585-45-3111

8日 瀬戸川の鯉の引っ越し 飛騨市 瀬戸川、白壁土蔵街 0577-74-1192

8日 津駅前ストリートまつり 津市 津駅前羽所町通り 059-273-5570

8日 花祭り佛生会 鈴鹿市 子安観音寺 059-386-0046

9～22日 於大のみち桜ライトアップ 東浦町
東浦町の緒川と石浜の境、
明徳川沿い

0562-83-6118

12～15日 フラリエみらい花フェスタ 名古屋市 中区　フラリエ 052-243-0511

14日 手力の火祭り 岐阜市 蔵前手力雄神社 058-245-2520 県重要無形文化財

14～15日 岡田春まつり 知多市 岡田大門前 0562-51-5637

14～15日 半田春の山車祭 半田市
協和地区・西成岩地区・成岩
地区・板山地区・上半田地区・
岩滑地区・岩滑新田地区

06569-32-3264

14～15日 松平春祭り 豊田市 松平郷園地 0565-58-1629 手筒花火奉納や踊り

14～15日 せと陶祖まつり 瀬戸市 瀬戸駅付近 0561-85-2730

14～15日 美濃まつり 美濃市 八幡神社・市街地 0575-35-3660 花神輿、山車、練り物

14～15日 古井神社のハイボウ 美濃加茂市 古井神社 0574-25-2111 鬼祭

14～15日 春の高山祭 高山市 日枝神社、陣屋周辺 0577-32-3333

14～15日 三多気桜まつり 津市 三多気地区 059-272-8085 棚田と桜名所100選

15日 杵振り祭り 中津川市 蛭川安弘見神社 0573-45-2211

15日 大矢田神社ひんここ祭 美濃市 大矢田神社 0575-35-3660

15日 夢と花咲く城山嘉隆まつり 鳥羽市 城山公園、鳥羽城址 0599-25-3019

15日 神渕神社大祭 七宗町 神渕神社 0574-48-1111
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中部本部管内イベント案内（２０１８年４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。

15日 椛の湖桜まつり 中津川市 椛の湖 0573-75-4444
日程未確認、中旬の
咲き具合による

19～20日 古川祭・越し太鼓 飛騨市 古川町一帯 0577-74-1192
起し太鼓、豪華な
屋台、御神輿行列

21日 於大まつり 東浦町 於大公園,於大のみち 0562-83-6118
可愛い於大姫の行列
（予備日4/22）

21～22日 弥富の芝桜まつり 弥富市 三ツ又池公園 0567-65-1111

21～22日 半田春の山車祭 半田市内 下半田地区

21～22日 弥富の芝桜まつり 弥富市 三ッ又池公園 0567-65-1111

21～5月6日 江南藤まつり 江南市 曼陀羅寺公園 0587-54-1111

21～22日 関祭・あんどんみこしコンクール 関市 関市本町通り 0575-23-6726

21～5月6日 大平ツツジ山つつじ 大紀町 大平つつじ山 0598-86-2243
約6ヘクタールの山腹
に約10,000株

22日 石刀祭 一宮市 今伊勢町石刀神社 0586-28-9131 山車３輌のからくり

22日 奥三河パワートレイル
豊根村
新城市
設楽町

スタート：茶臼山高原（6:30～）
ゴール：湯谷温泉

052-446-7014

茶臼山を起点に湯谷
温泉まで７０㎞、累積
標高4000ｍ
制限時間13時間

22日 伊勢山上春季戸開大祭 松阪市 伊勢山上飯福田寺 0598-35-0004
山伏姿の先達がホラ
貝を吹き大護摩法要
ハイカーの安全を祈る

下旬～5月中旬 八橋かきつばたまつり 知立市 無量壽寺境内 0566-81-4028

27～5月6日 尾張津島藤まつり 津島市 天王川公園 0567-28-8051

27～29日 鳥取砂丘撮影ツアー 鳥取県 鳥取砂丘ほか 052-221-0304 中部本部主催

28日 飛騨神岡祭 飛騨市 大津神社、朝浦八幡宮他 0578-82-2253
平安絵巻さながらの
行列

28～30日 春の神楽祭 伊勢市 伊勢神宮(内宮） 0596-24-1111
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