
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

6/2～8/19
ブルーべりーファーム岡崎
ブルーべり狩り

岡崎市 桑谷町字猿口98 080-9728-6208
基本的に予約制
定休日：金曜日

7/14～9/2 デンパーク「サマーフェスティバル」 安城市 デンパーク 0566-92-7111
定休日　火曜日
8/15は開園

7/14～9/2 夏の茶臼山高原 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345

7/14～9/24
SKYTOPIABYNAKED
天空の水中都市

中　区 名古屋テレビ塔 052-971-8546
高校生以上 1000円
小中学生 500円

7/21～9/2 下山ブルーべりー狩り 豊田市 和合町田螺池245 0565-91-1255

７/27、29
8/1～5

岡崎城下家康公夏祭り 岡崎市 岡崎公園・乙川河畔等 0564-77-7283 花火は4日

【８／１以降】

8/1 世界コスプレサミット 犬山市 明治村 052-962-2003 チケット販売等未定

8/1 美濃中日花火大会 美濃市 美濃橋下流 0575-35-3660 雨天時は8日に順延

8/1 飛騨高山花火大会 高山市 宮川緑地公園 0577-32-0539

8/1～4 下呂温泉まつり 下呂市 下呂温泉街 0576-25-4711

1日：龍神火祭、2日：
湯の華神輿・下呂踊
り、3日：下呂温泉花
火ミュージカル、4日：
歌謡祭

8/2 馬駆けまつり 本巣市 長屋神社祭礼 058-323-7756

8/3～4 栄ミナミ盆踊り＠GOGO 中区 矢場公園（ナディアパーク南） 052-251-1517

8/3～5 世界コスプレサミット 中区 地下街,大須,オアシス21 052-962-2003
費用等詳細は、運営
事務局へ

8/3～5 安城七夕まつり 安城市 JR安城駅前付近 0566-76-5175

8/3～5 江南市民サマーフェスタ 江南市 布袋会館,古知野会場等 0587-55-6245 江南阿波踊り大会

8/3～5 瑞浪美濃源氏七夕まつり 瑞浪市 瑞浪駅前広場ほか 0572-67-2623 10：00～21：00

8/4 三好池祭り みよし市 三好公園内 0561-34-6000
花火打ち上げ19：30～
少雨決行、荒天中止

8/4 全国花火大会 岐阜市 長良川河畔 050-5548-8686 荒天増水時 8/18

8/4 おん祭りMINOKAMO2018 美濃加茂市 木曽川緑地ライン公園 0574-25-2111
19：45～20：30
雨天時の日程未定

8/4 揖斐川の祭り【ありがとう花火」 揖斐川町 揖斐川河川敷 0585-22-2111 雨天時は翌日に順延

8/4 おわせ港まつり 尾鷲市 尾鷲港周辺 0597-23-8261

8/4 七夕まつり・鈴の音市 松阪市 中心市街地（平生町～大橋） 0598-51-7811

8/4 紀和の火祭 熊野市 紀和町緒川口 0597-89-2229 松明入れ

8/4 高ボッチ山草競馬 塩尻市 高ボッチ高原 0263-52-0280

8/4～5 伊勢湾カップ2018 知多市 新舞子海岸 0562-36-2664

8/4～5 大須夏祭り 中区 大須観音境内、大須商店街 052-261-2287 夜は手筒も

8/4～5 大狭間湿地特別公開 豊明市 勅使墓園南地蔵池付近 0562-92-8317 9:00～11:30 雨天中止

8/4～5 御油夏祭り 豊川市御油 音羽川河畔・御油神社 0533-87-7214
夜には手筒、打ち
上げ花火も

8/4～5 大四日市まつり 四日市市 市内中心部 059-354-8481

8/4～5 須成祭り 蟹江町 蟹江川 0567-95-1111

2016年ユネスコ文化
遺産登録。祭りのとき
だけ船を通過させるた
めの跳ね橋も

8/4～5 石取り祭り 桑名市 春日神社周辺 0594-21-5416

8/4～5 ナガバノイシモチソウ一般公開 豊明市 沓掛町小廻間地内 0562-92-8317
食虫植物9:00～11:30
 雨天中止

8/4～15 名古屋城夏祭り 中区 名古屋城敷地内 052-231-1700
名古屋城の開園時間
が延長され真夏の夜
を楽しむ

8/5 石上げ祭り 犬山市 尾張富士大宮浅間神社 0568-67-0037

本宮山との背比べと
いう故事から山頂に
石を運ぶ、夜には花
火の打ち上、参加者
が松明を手に駆け降
りる火振り神事

中部本部管内イベント案内（２０１８年８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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8/5 豊明夏祭り 豊明市 文化会館付近 0562-92-8306

8/5 蘇水峡祭花火大会 八百津町 八百津橋周辺 0574-43-0266

上旬～中旬 洲原ひまわりの里のひまわり 美濃市 洲原ひまわりの里 0575-32-2105

8/7 郡上八幡城下町花火大会 郡上市八幡 郡上八幡城・吉田川 0575-67-0002

8/9 飛騨高山手筒花火打ち上げ 高山市 宮川（弥生橋）下流 0577-32-0380

8/10 日本ライン夏祭り 犬山市 犬山市木曽川河畔 0568-61-6000 19：30～20：20

8/10～12
14～15
18～19

東山動植物園ナイトZOO 千種区 東山動植物園 052-782-2111
閉園20：30、入園は
20：00まで（星が丘門
は16：30にて閉門）

8/11 東海祭り花火大会 東海市 大池公園 0562-32-5149

8/11 根尾川花火大会 岐阜県大野町 根尾川河川敷（藪川橋上流) 058-323-7756

8/11 みすぎ夏祭り納涼花火大会 津市 美杉中学校グラウンド 059-272-8085

8/11 南長野かんこ踊 津市 南長野生活改善センター 059-279-8111

8/11 きいながしま港市 紀北町 長島港魚市場周辺 090-5453-2182

8/11～12 ちょうちん祭り 桑名市 多度大社 0594-48-2037

8/11～15 真夏のライトアップ・キャンドルナイト 名張市 赤目四十八滝、霊蛇滝周辺 0595-63-3004

8/12 川辺おどり・花火大会 川辺町 飛騨川（川辺漕艇場前） 0574-53-2327 水中スターマインなど

8/12 手力の火祭・夏 岐阜市 長良川公園（長良橋北詰） 058-265-3984
地上で爆発させる
地割花火も見もの

8/12 中山道・中津川おいでん祭り 中津川市 駒場桃山中津川河畔 0573-65-2154

8/12 サマーフェスタインひさい 津市 自衛隊被災駐屯地グラウンド 059-255-8846

8/13 新城納涼花火大会 新城市 新城市庭野桜渕公園 0536-29-0829

8/13 飛騨金山花火大会 下呂市 金山町金山橋付近 080-3637-2201

8/13 つけち夢祭り花火大会 中津川市 付知町付知川中央橋付近 090-5854-0844

8/13 関市民花火大会 関市 津保川河畔稲口橋下流 0575-23-6726 ミュージック花火など

8/13～15 白鳥踊り（徹夜おどり） 郡上市 白鳥町各商店街 0575-82-5900
「白鳥踊り」は7/22～
8/25中、22日間開催

8/13～16 郡上踊り（徹夜おどり） 郡上市 八幡町日ごとに会場が変わる 0575-67-0002
「郡上踊り」は7/14～
9/8中、31日間開催

8/14 濃尾大花火 一宮市起 濃尾大橋北 058-392-1111
19：30～20：45
雨天時は16日に延期

8/14 郡上長良川夢花火 郡上市 大和町者周辺濃尾大橋北 0575-88-2211

8/14 武芸川ふるさと夏祭り花火 関市 武儀川新宝見橋下流 0575-46-3611 幅100ｍの銀竜

8/14～15 足助夏祭り花火大会 豊田市 足助グランド 0565-62-0480
14日花火,
燈籠流は15日

8/10、15 綾渡夜念仏 豊田市 平勝寺境内 0565-62-1272

8/15 竜宮まつり 田原市 白谷海水浴場 0531-22-7300
万燈流しと花火
19：30～20：30

8/15 奥矢作温泉花火大会 豊田市 JAあいち豊田旭支所前 0565-68-3653 温泉郷の多彩な花火

8/15 西尾・米津の川祭り 西尾市 矢作川米津橋河畔 0563-57-7840
万燈流しと花火
19：30～20：30

8/15 笠松川祭り 笠松町 笠松みなと公園 058-388-1114 万燈流しと花火

8/15 諏訪湖祭湖上花火大会 諏訪市 諏訪湖上 0266-62-4141
新作花火競技
大会は9/1

8/15 信玄原の火おんどり 新城市竹広 竹広信玄塚 0536-22-0673

8/15 乗本万燈 新城市乗本 万燈山（乗本） 0536-32-7655

8/17 内海中日花火大会 南知多町 内海海水浴場 0569-62-0985

8/17 熊野大花火大会 熊野市 七里御浜海岸 0597-89-0100

8/17～18 刈谷わんさか祭り 刈谷市 刈谷総合運動公園 0566-23-4100
駐車場なし
花火大会18日

8/18
元気の出る花火大会
in MIHAMA

美浜町 小野浦海水浴場 0569-87-0334

8/18 こうた夏祭り 幸田町 ハッピネス・ヒル・幸田付近 0564-62-1111 手筒と打上げ競演

8/18 常滑焼祭り納涼花火 常滑市 新開町6丁目地内 0569-34-5822 荒天時翌日に順延
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8/18 亀山市関宿納涼花火 亀山市 鈴鹿川河川敷（関消防署西側） 0595-97-8877 荒天時翌日に順延

8/18～19 三好大提灯まつり みよし市 三好稲荷閣満福寺 0561-34-6000
18日：三好いいジャン
祭、花火とのコラボ

8/19 四日市花火大会 四日市市 四日市港冨双緑地 059-354-8405 荒天時は9月2日に

8/19 市民夏のにぎわいフェスタ 伊賀市 上野銀座通り、本町通り周辺 0595-21-0527

8/20～30 おわら風の盆前夜祭 富山市 八尾町各町内 076-454-5138
人出の少ない前夜
祭がねらい目

8/23～26 ど祭り 名古屋市 久屋大通り・市内各所20会場 052-241-4333

8/25 新舞子ビーチフェスティバル 知多市 新舞子海岸マリンパーク 0562-36-2664
花火大会は荒天
時、翌日に順延

8/25 尾張旭たのしい夏祭り 尾張旭市 城山公園 0561-76-8126

8/25 豊川市民祭（手筒祭） 豊川市 豊川公園一帯 0533-86-4101 雨天時は翌日に

8/25 馬瀬川花火大会 下呂市馬瀬 清流ふれあい会館付近 0576-47-2841

8/25 おばたまつり 伊勢市 小俣中学校グラウンド 090-6399-4634

8/25～26 名古屋ミネラルショー 千種区 吹上ホール 090-1742-5781
鉱物、化石、宝石の
祭典、展示即売会も

8/26～27 一色大提灯祭り 西尾市 一色町諏訪神社 0563-73-4276
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