
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

16日 中部本部総会 中区 名古屋本社15階朝日ホール 052-221-0304 全日写連中部本部

23日 春のアニマル撮影会 名東区 東山動植物園 052-221-0304 全日写連中部本部

【前月から】

～5日 おかげ横丁端午の節句 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838 10時～17時

～6日 東山動植物園春祭り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

～6日 名古屋城春祭り 中区 名古屋城 052-231-1700

～6日
ベルギーウイークエンド
名古屋1018

中区 久屋大通公園（久屋広場）

～6日
名古屋港水族館
ゴールデンウイークイベント

港区 名古屋港水族館 052-654-7080
ゴールデンウイーク期
間営業時間20時まで
延長（入館19時まで）

～6日 江南藤まつり 江南市 曼陀羅寺公園 0587-56-8789

～6日 尾張津島藤まつり 津島市 天王川公園 0567-28-8051

～6日 五万石藤まつり 岡崎市 岡崎公園 0564-23-6217

～6日 広藤園藤まつり 碧南市 広藤園 0566-41-3311

～6日 全日本うまいもの祭り 長久手市 愛・地球博記念公園 052-728-0475

～中旬 八橋かきつばたまつり 知立市 無量壽寺 0566-81-4028

～27日
デンパーク
「フラワーフェスティバル」

安城市 安城産業文化公園 0566-92-7111
毎週火曜日（祝日は
翌平日）休園

5月1日以降

1日 舞楽神事 熱田区 熱田神宮 052-671-7080 10時30～神楽殿前庭

1～15日 九華公園つつじ祭り 桑名市 九華公園 0594-21-5416

2～3日 知立まつり 知立市 知立神社、西町神田地区 0566-83-1111

2～3日 金魚まつり 桑名市 鎮守守国神社(吉之丸） 0594-22-2238

2～3日 日野祭り 日野町 馬見岡線向神社 0748-52-6562

2～4日 垂井曳山祭り 垂井町 八重垣神社 0584-22-1151

2～4日 新緑伊賀焼陶器市 伊賀市 伊賀焼伝統産業会館周辺 0595-44-1701

3日 波切かつお祭り 志摩市 大王崎観光駐車場 0599-46-0570

3日 美濃竹鼻祭り 羽島市 八劔神社・竹鼻商店街周辺 058-322-2303

3～4日 常滑山車祭・春祭り 常滑市 大野地区 0569-34-8888 4月が主

3～4日 半田春の山車祭 半田市 亀崎地区 0569-32-3264 4/21～22下半田地区

3～4日 鳳凰座歌舞伎祭 下呂市 鳳凰座 0576-24-2222

3～5日 砥鹿神社例大祭 豊川市 砥鹿神社 0533-93-2001 流鏑馬5/4

3～5日 美濃焼まつり 土岐市 織部ヒルズ 0572-55-1322

3～6日 トロピカルフルーツフェア 守山区 東谷山フルーツパーク 052-736-3344

3～6日 春浪漫「さつき茶会」 熱田区 白鳥庭園 052-681-8928

4～5日 豊川稲荷春季大祭 豊川市 豊川稲荷 0533-85-2030

4～5日 多度大社上馬神事 桑名市 多度大社 0594-48-2037

5～6日
鶴舞公園春の
グリーンバザール

熱田区 鶴舞公園内（緑化センター） 052-733-8340

5日 神輿渡御神事 熱田区 熱田神宮 052-671-7080 10時～本宮から西門

5日 長篠合戦のぼりまつり 新城市 長篠城址一帯 0536-32-0022

5日 奉納岩津天満宮泣き相撲 岡崎市 岩津天満宮 0564-45-2525

5日 流鏑馬・献鋭詠祭 津島市 津島神社 0567-26-3216 9時～

5日 三面大黒天の大祭 碧南市 遍照院(三面大黒天） 0566-41-4800

5日 でででん祭り 郡上市 永滝白山神社 0575-82-5900 360年前から続く祭り

5日 桃太郎まつり 犬山市 桃太郎神社 0568-61-1586

5日 夫婦岩大しめ縄張替 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020 10:00～11:30

6日 氷上姉御神社頭人祭 緑区 氷上姉御神社 052-621-5935
11時～参列者には
粽が配られる
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6日 大坊の楽市 美浜町 野間大坊境内 0569-87-0050

6日 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

7日 石神さん春祭り 鳥羽市 相差町(神明神社） 0599-33-7453

女性の願いを一つは
叶える。海女の安息
日当日は男衆料理で
女性を。

8日 熱田神宮豊年祭 熱田区 熱田神宮 052-671-4151 8時～本宮、西樂所

12日 藤川宿むらさき麦まつり 岡崎市 藤川宿周辺 0564-66-3066

12～13日 太閤まつり 中村区 中村公園一帯 052-411-0003

12～13日 栄ミナミ音楽祭 中区 矢場公園、ナディアパーク他 052-251-1517

12～13日 能見神明宮大祭 岡崎市 能見神明宮 0564-22-6706

12～13日 瀬戸赤津窯の里めぐり 瀬戸市 赤津焼会館及び赤津地区一帯 0561-82-3255

12～13日 大垣まつり 大垣市 大垣八幡神社周辺ほか 0584-77-1535

12～13日 四日市萬古まつり 四日市市 陶栄町ばんこの里会館 059-331-3496

12～26日 堀川フラワーフェスティバル 中区 納屋橋周辺 090-6096-3270
雨天時、場所の変更
・中止あり

13日 御衣祭（おんぞさい） 熱田区 熱田神宮 052-671-4151
奉献会員、稚児ら300
人の行列により和妙と
荒妙を奉納11時～

13日 お田植え祭り 一宮市 真清田神社斎田 0586-73-5196 10時～

13日 作手村古城まつり 新城市 作手村亀山城跡 0536-32-0022

11日～ 岐阜長良川鵜飼い 岐阜市 長良橋付近の長良川 058-262-0104

12日～ バラ・花ショウブまつり 西区 庄内緑地公園 052-503-1010

12日～ 茶臼山高原芝桜まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345

12日～
春のバラ祭り
～妖精たちの薔薇園

可児市 花フェスタ記念公園 0574-63-7373

14日 谷汲参道新緑まつり 揖斐川町 谷汲山境内 0585-55-2020

15～16日 若宮祭り 中区 若宮八幡社

19～20日 国際ガチ甲冑合戦 清須市 清須城周辺 06-6962-3889 桶狭間の戦いｉｎ清州

19～20日 スプリングフェスティバル 関市 百年公園 0575-28-2166

19～27日 やきものワールド 中区 名古屋城 052-221-0955 9時～16時30分

20日 いなべ草競馬 いなべ市 両ヶ池公園 0594-46-6309 10時～15時

19日 古今伝授の里春祭り 郡上市 古今伝授の里 0575-88-3381 能楽師による仕舞

21～22日 伊勢楽市 伊勢市 外宮バス停前広場 0596-28-3705
伊勢志摩の特産品が
並ぶ　10時～

21日～ 大池公園花しょうぶ祭り 東海市 大池公園 0562-32-5149

25日～ 知立公園花菖蒲祭り 知立市 知立公園 0566-83-1111

25日～ 赤塚山公園花菖蒲祭り 豊川市 赤塚山公園 0533-89-8891

26～27日 豊川市民祭「おいでん祭」 豊川市 豊川公園 0533-86-4101 10時～16時

26～27日 田原凧祭り 田原市
田原町汐見５（初凧祈願）
緑が浜３（けんか凧）

0531-22-7337

トヨタ自動車田原厚
生センター（1日目）、
はなのき広場一帯
（2日目）

26～27日
日本チェンソーアート
競技大会 in 東栄

東栄町 東栄ドーム、グラウンドほか 0536-76-1812

27日 全国選抜チンドン祭 一宮市 萩原町商店街 0586-28-9131

27日 小原歌舞伎公演 豊田市 小原交流館 0565-65-3711

＜2/2＞


