
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 名古屋城さつき大会 中　区 名古屋城 052-231-1700

 ～8日 
なばなの里
アジサイ・花ショウブ祭り

桑名市 なばなの里 0594-41-0787

 ～8日 なばなの里 ホタルまつり 桑名市 なばなの里 0594-41-0787
ホタルの見ごろは
６月２４日ころまで

 ～8日 おかげ横丁 七夕の節句 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838
古き良き七夕を大切
にして、星に願いを！

 ～10日 鶴舞公園 花祭り 昭和区 鶴舞公園 052-733-8430

 ～10日 バラ・ハナショウブ祭り 西区 庄内緑地グリーンプラザ 052-503-1010

 ～10日 茶臼山高原 芝桜まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345 開花早め。確認を！

～10日 大池公園 菖蒲祭り 東海市 大池公園 0562-32-5149 開花早め。確認を！

～中旬 花しょうぶまつり 豊橋市 加茂花菖蒲園 0532-51-2430

～17日 碧南市 花菖蒲祭り 碧南市 油ヶ渕遊園地・應仁寺境内 0566-41-3311 應仁寺の「やせ仏」も

～17日 赤塚山 花しょうぶまつり 豊川市 市田町赤塚山公園 0533-89-8891

～17日 春のバラ祭り 可児市 花フェスタ記念公園 0574-63-7373

～17日 カモミールフェスタ 伊賀市 メナード青山リゾート 0595-54-1326

～20日 知立公園 花しょうぶまつり 知立市 知立公園(知立神社外苑） 0566-83-1111
６月７日　10時～12時
花しょうぶを写す会

～30日 鳥川ホタルまつり 岡崎市
鳥川町全域
岡崎市ホタル学校

0564-82-3027

～30日 なばなの里 バラまつり 桑名市 なばなの里 0594-41-0787

～7月20日 イーストハウスReborn 西尾市 一色町佐久島 0563-72-9607
西の「おひるねハウス」
黒に対抗し白で改築？

　　6月1日以降 

1日 高座結御子祭（井戸覗き） 熱田区 高蔵結御子神社 052-671-0400

1日 横丁朔日朝市 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

1日～15日 九華公園 花菖蒲祭り 桑名市 九華公園 0594-21-5416

1日～17日 稲沢 紫陽花祭り 稲沢市 大塚性海寺 0587-32-1111

1日～30日 形原温泉 あじさい祭り 蒲郡市 形原温泉あじさいの里 0533-57-0660 ライトアップもあり！

1日～30日 三ヶ根山 あじさいまつり 西尾市 三ヶ根山スカイライン 0563-57-7840
通行料金420円
（軽・普通）

1日～30日 本光寺 紫陽花祭り 幸田町 本光寺 0569-62-1111

1日～10月15日 木曽川鵜飼 犬山市 木曽川うかい乗船場 0568-61-2727 昼の鵜飼も

2日 たんころりんキャンドルナイト 豊田市 足助一帯 0565-62-1272 8月に先駆け開催

 2日～3日 有松 絞り祭り 緑　区 有松の町並み、旧東海道一帯 052-621-0111
伝統工芸士の実演や
絞り即売会など

 2日～3日 桶狭間 古戦場まつり 豊明市 桶狭間古戦場伝説地他 0562-92-8332

【1日目】戦人塚供養
祭、義元公墓前祭、
歴史ガイドなど
【2日目】武者行列、
火縄銃発砲、太鼓実
演など

2日～3日 堀川祭 熱田区 宮の渡し公園 052-682-5008
2日巻き藁船引き回
し、3日大山引き回し

2日～3日 尾張西枇杷島祭り 清須市 西枇杷島町南松原周辺 052-400-2911
山車５輌、駐車場なし
公共交通機関で

　　2日～3日
8日～10日

日本大正村 バラ祭り 恵那市 明智町大正村 0573-54-3944

2日～17日 四季の森 バラ・アジサイ祭り 小牧市 総合公園市民四季の森 0568-76-1191

3日 南大津通り 歩行者天国 中　区 栄交差点～矢場町 052-241-9804

3日 なごや水フェスタ 千種区 鍋屋上野浄水場 052-972-3608
水道週間にちなんで
浄水場の一般公開

3日 徳川園 山車揃え 東　区 徳川園、徳川美術館前広場 052-935-8988
筒井町と出来町、５輛
の山車の競演

3日 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

3日 野間大坊の楽市 美浜町 野間大坊境内 0569-87-0050

中部本部管内イベント案内（２０１８年６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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5日 熱田神宮例祭 熱田区 熱田神宮 052-671-4151
巻藁船、打上花火は
白鳥公園で

8日 ～10日 夏まちまつり 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

9日 
はなびFes.2018
inラグーナビーチ

蒲郡市 ラグーナビーチ 052-559-1253

9日 リニモ新緑ウォーキング 長久手市 スタート・芸大通駅 052-954-6127 受付9:30～11:30

9日 丸山千枚田の虫送り 熊野市 丸山千枚田 0597-97-1115

9日～10日 
Gulf名古屋 ノスタルジック
カーフェスティバル

港　区 ポートメッセなごや１号館 050-3321-5401
入場料当日券のみ
小学生以下無料

9日～10日 尾西 あじさいまつり 一宮市 御裳神社 0586-62-9111

9日～10日 萬葉公園 花しょうぶ祭り 一宮市 萬葉公園高松分園 0586-28-9131

9日～17日 荒子川公園 ラベンダーフェア 港　区 荒子川公園 052-384-8787

9日～7月1日 月見の森 あじさい祭 海津市 月見の森 0584-53-1351

上旬～中旬 ホタルまつり 西尾市 ホタルの里 090-7616-8186

10日 「この日この時」撮影会 撮影地は自由 全日写連行事

10日 ミラフィオーリ2018 長久手市 愛知地球博公園 052-871-6464
ヨーロッパ車オーナー
のミーティング

10日 亀山公園 しょうぶまつり 亀山市 亀山公園しょうぶ園 0595-82-7111 見頃は６月下旬まで

10日 大師の里 あじさいまつり 多気町 ふれあいの森周辺 0598-38-1140

10日～24日 城下川 「花筏」 名張市 丸の内(旧町城下川） 0595-63-9087
この時期だけ花ショウ
ブを乗せた花筏が浮
かぶ

上旬～下旬  あじさい・見ごろ 茶屋ヶ坂 千種区 茶屋ヶ坂公園 052-781-5211

上旬～ 谷汲ゆり園 揖斐川町 谷汲ゆり園 0585-56-3988

16日、23日 昭和の街の働き者 長久手市 トヨタ博物館 0561-63-5155 走行披露

16日～ ラベンダーフェスタ 伊賀市 メナード青山リゾート 0595-54-1326

16日～17日 ヤキイホタルまつり 大台町 光寂寺付近 0598-84-1050 日程不詳

17日 いなべ市 北勢あじさいまつり いなべ市 北勢市民会館駐車場付近 0594-72-3131 日程不詳

17日 編照寺 人形供養 亀山市 編照寺 0595-82-0595 日程不詳

17日 金輪地区 あじさい祭 大紀町 大紀町金輪武士谷 0598-86-2243 日程不詳

17日～7月15日 豊田おいでんまつり 豊田市 市内各所(全14会場） 0565-34-6642 マイタウン

18日 お田植え祭り 熱田区 熱田神宮 052-671-4151

～10月15日 小瀬鵜飼 関　市 小瀬鵜飼乗船場 0575-22-2506

21日 夏至祭 伊勢市 二見興玉神社 0596-43-2020

夏至を基準に５月上
旬から７月下旬まで
夫婦岩の間から朝日
が昇る

22日 赤崎祭 鳥羽市 赤崎神社 0599-25-1157 厄除け祈願

24日 お田植え祭り 稲沢市 尾張大国霊神社 0581-23-2121

24日 お田植え祭り 志摩市 伊雑宮 0599-46-0570

25日 お田植え祭り 緑　区 氷上姉子神社 052-621-5935

30日 夏越の大祓式（茅の輪くぐり） 鈴鹿市 椿大神社 059-371-1515

30日～7月1日 クリエーターズマーケット 港　区 ポートメッセなごや２,３号館 052-253-6601

30日～7月1日 
関市板取あじさい村
フェスティバル

関　市 板取２１世紀の森公園 0581-57-2111

10万本のアジサイと
グルメ体験コーナー
24㎞のアジサイロード
に7万本
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