
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

9/15～11/4 茶臼山高原の紅葉まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345

9/20～10/4 ゴンの秋祭り 半田市 新見南吉記念館周辺 0569-32-3264

【10/1以降】

10/1 朝日写真教室（申し込み） 名古屋市 東山動植物園（11/4開催）
中部本部事務局
052-221-0304

中部本部事務局
申込開始 10:00～

10/1～11/13 東山動植物園秋祭り 名古屋市 東山動植物園 052-782-2111

10/1～10/31 清須城信長まつり 清須市 清須城一帯 052-400-2911

10/1～11/25 デンパーク秋穫祭 安城市 安城産業文化公園 0566-92-7111

10/2 花の窟お綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-2229

10/4～10/14
名古屋グルメ選手権
NAGO-1グランプリ

中　区 矢場公園特設会場 052-251-1517
愛知県の”地産地消”
をテーマに名古屋グル
メを一挙に紹介する

10/5 満願の火祭 鈴鹿市 江西寺 059-374-2796 だるま供養

10/6 僧兵まつり 菰野町湯の山 ロープウエイ駐車場 059-392-2115
渋滞がひどい、公共交
通機関が望ましい

10/6～10/7
青少年のための科学の
祭典2018名古屋大会

中　区
名古屋市科学館・
でんきの科学館

052-201-4486

10/6～10/7 戸田まつり 中川区 戸田の辻始め各神社 052-581-5788
4年に1度の山車祭も
開催
壱乃割～五之割

10/6～10/7 尾張津島秋祭り 津島市 津島駅前、津島神社 0567-28-8051

10/6～10/7 大田まつり 東海市 大宮神社・大田町一帯 0562-32-5149

10/6～10/7 朝倉の梯子獅子 知多市 牟山神社 0562-51-5637

10/6～10/7 江南市民花火大会 江南市 すいとぴあ江南 0587-54-9131
花火は20日19：00～
20：00
荒天時21日に延期

10/6～10/7 高浜おまんとまつり 高浜市 春日神社・八釼社 0566-52-2288 人馬一体の雄姿

10/6～10/7 だちどんぶりまつり2018 土岐市 駄知町内 0572-59-4188

10/6～10/7 羽田祭 豊橋市 羽田八幡宮、松葉公園 0532-31-7968 手筒花火の競演

10/6～10/7 ぎふ信長まつり 岐阜市 岐阜市中心市街地 058-265-3980

10/6～10/7 刃物まつり 関市 本町通り 0575-22-3131

10/6～10/7 美濃和紙あかりアート展 美濃市 うだつの上がる街並み 0575-35-3660 17:00～21:00

10/6～10/7 伊勢まつり 伊勢市
県道鳥羽松坂線
（宮町～伊勢市駅周辺）

0596-21-5549

10/6～10/7 津まつり 津市
お城西公園・
フェニックス通はじめ

059-229-3234

10/6～10/8 ペット博inなごや 港　区 金城埠頭(ポートメッセなごや 052-951-0450

10/6～10/8 熱気球砺波 砺波市 砺波市一円(中村公園） 0766-44-7244

10/6～11/4 コスモス・バラまつり 西　区 庄内緑地公園ボート池周辺 052-503-1010

10/6～11/18 東山動植物園秋祭り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

10/6～10/8 秋のフルーツフェア 守山区 東谷山フルーツパーク 052-736-3344

10/6～10/8
農業文化園・戸田川緑地
秋まつり

港　区 農業文化園・戸田川緑地 052-302-5321

10/7
有松天満社秋季大祭・岡家
において藩主と有松の歴史
特別講演

緑　区 有松・岡家

岡家では、初代尾張
藩主義直公の遺した
品や肖像と共に慶勝
公の撮影した江戸時
代の写真公開と講演

10/7 上高根圭吾まつり 豊明市 住吉社 0562-92-8317
大迫力の火縄銃発砲
と伝統の棒の手演技

10/7 大縣神社「稚児社参」 犬山市 大縣神社 0568-67-1017

10/7 表佐太鼓踊 垂井町 表佐保育園園庭 0584-22-1151 15：00～

10/7 秋の万古焼祭り 四日市市
陶栄町３
（萬古神社・ばんこの里）

059-331-3496

10/7～10/8 たじみ茶碗まつり 多治見市 美濃焼卸センター 0572-27-7111 8:30～17:30

10/9～10/10 秋の高山祭 高山市 桜山八幡宮 0577-32-3333

中部本部管内イベント案内（２０１８年１０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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10/10 陶の灯り日祭り 常滑市
常滑市商店街・駅前・
ライブミュージアム

0569-34-3200

10/10～10/12 椿大社例大祭 鈴鹿市 椿大神社 059-371-1515
10日16時～宵祭り
11日11時～秋季大祭
12日10時～別宮大祭

10/12 おんべ鯛奉納祭 南知多町 篠島 0569-67-3700

10/12～11/30 あかりの街並み～美濃 美濃市 うだつの上がる街並み 0575-35-3660

10/13
名古屋港環境保全
チャリティイベント
「名港水上芸術花火2018」

港　区 名古屋港ガーデン埠頭 0180-99-5555
一般販売10月1日から
S席5,500円A席4,500円
秒単位の芸術花火

10/13 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

10/13
大垣市制100周年
記念花火大会

大垣市 東町地内揖斐川河畔 0584-81-3330
県内最大級、幅300mの
ワイドスターマイン初登場

10/13 浜島大祭 志摩市 浜島町内宇気比神社 0599-46-0570

10/13 東光山神宮寺ぼけ封じ祈祷 松阪市 嬉野東光山神宮寺 0598-43-2228 11:00～13:00

10/13～10/14 大須大道町人祭り 中　区 大須商店街一帯 052-261-2287
毎年人気の「おいらん
道中」「金粉ショウ」など
大道芸人が集う

10/13～10/14 長者町ゑびす祭り 中　区 長者町通り一円 052-231-6047
長者町通り一帯が巨
大なフリーマーケットに。
様々な催しが行われる

10/13～10/14 常滑焼祭り 常滑市 ボートレースとこなめ会場他 0569-34-3200 他会場設置

10/13～10/14 足助秋祭り 豊田市　 足助町 0565-62-0516
足助八幡宮の例祭で
神輿と4台の山車、火
縄銃と棒の手

10/13～10/14 猿投まつり 豊田市 猿投神社 0565-85-7777

10/13～10/14 村国座子供歌舞伎 各務原市 村国座 058-383-1475 15:00～20:00

10/13～10/14 稲沢サンドフェスタ 稲沢市 サリオパーク祖父江 0586-51-7105 砂の造形

10/13～10/14 尾張旭市民祭 尾張旭市
城山公園 渋川神社
多度神社 一乃御前神社

0561-52-6500
棒の手の各流派の
撮影が１日でできる。

10/13～10/14 村国座子供歌舞伎 各務原市 村国座 058-383-1475 15:00～20:00

10/14 駆馬（おまんと）まつり 東浦町
入海神社（緒川地区）・
藤江神社（藤江地区）

0562-83-6118
10時～12時、13時～
15時　公共交通機関で

10/14 大脇の梯子獅子 豊明市 大脇神明社 0562-97-4535
13時～20時公共交通
機関で

10/14
窯垣の小径まつり
- 路地裏コウボウめぐり

瀬戸市 洞町一帯 0561-85-2730
窯道具を積み上げて築
いた幾何学模様の石垣
や塀、作品の展示販売

10/14 坂下花馬祭り 中津川市 坂下駅～坂下神社 0573-66-1111 12:00～15:00

10/14 妻木八幡流鏑馬まつり 土岐市 妻木八幡神社 0572-57-6441 11:00～16:00

10/14 飛騨荘川ふるさと祭り 高山市 荘川の里イベント広場 05769-2-2272 10:00,11:30,13:30ほか

10/14～10/19 白川郷どぶろくまつり 岐阜白川村
14,15日　白川八幡宮
16,17日　鳩ヶ谷八幡宮

05769-6-1013 飯島八幡神社18,19日

10/17 岩屋寺大祭 南知多町 岩屋寺 0569-62-0387

10/中旬
～11/上旬

つぐ高原グリーンパークの
紅葉

設楽町 つぐ高原グリーンパーク 0536-83-2344

10/中旬
～11/上旬

本谷渓谷の紅葉 設楽町 本谷渓谷 0536-62-1000
紅葉に包まれる
（県道33号線沿い）

10/19～10/21 上野天神祭 三重伊賀市 三筋町はじめ 0595-26-7788

10/19～10/21
この道一筋
尾張名古屋の職人展

中　区
オアシス21「銀河の広場」、
「プラザウエーブ21」

052-972-3145

10/20～10/21 名古屋まつり 名古屋市 名古屋駅前・市役所・栄 052-972-7611

10/20～10/21
春日井市制75周年記念
春日井まつり

春日井市 市役所庁舎および周辺 0568-85-6622
「参加」「創造」「伝統」
「進化」が基本なコンセ
プトの市民参加型祭り

10/20～10/21 挙母祭り 豊田市 挙母神社ほか 0565-34-6642

10/20～10/21 ええじゃないか豊橋まつり 豊橋市
豊橋公園・駅前大道・
広小路通りなど

0532-51-2430

10/20～10/21 三河三谷祭り 蒲郡市 海岸他 0533-68-2526 海中渡御

10/20～10/21 飛騨新そば祭り 飛騨市 古川町壱之町若宮駐車場 0577-73-2111
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関ヶ原合戦まつり
関ヶ原町 笹尾山会場・陣場野会場 058-215-1981

布陣パフォーマンス
(笹尾山会場)
全軍武者行列
(笹尾山⇒陣場野会場)

岐阜県本部撮影会（残そう飛
山濃水）は21日に開催。
関ヶ原ふれあいセンター駐車
場に10時集合して受付

090-2269-0879

別途、岐阜県が主催の
コンテストあり。募集は
2月末～3月半ばの予
定

10/20～10/21 岡崎ストーンフェア 岡崎市 乙川河川敷・多目的広場 0564-22-0455

10/21 田貫の棒の手 西尾市 田貫神明社 0563-57-7840

10/21 素人チンドン祭 一宮市 萩原町商店街 0586-28-9131

10/21 蛭川歌舞伎 中津川市 蛭子座 0573-45-2211 11:00開演

10/21 関船祭 紀北町 引本神社 0597-46-3555

10/21 神岡飛騨獅子まつり 飛騨市 神岡町船津本町防災公園 0577-74-1192

10/26～11/4 三河の菊まつり 岡崎市 岡崎公園 0564-23-6399

10/27
秋の音楽祭
「あかりの街並み～美濃～
　アコースティックライブ」

美濃市 観光協会前ポケットパーク 0575-35-3660

10/27 深野棚田まつり 松阪市 深野夏明だんだん田周辺 0598-32-2511
「石の芸術」と呼ばれる
棚田と竹燈籠が作り出
す棚田の幻想的な風景

10/27～10/28 からくり町めぐり 犬山市 城下町一帯 0533-66-1120
犬山まつり山車の”か
らくり人形”を　じっくり
見て回ることが出来る

10/27～10/28 クラフトフェア蒲郡 蒲郡市 みなとオアシス蒲郡・竹島 0533-66-1120

10/27～10/28
鬼岩岩穴くぐり
（２日間限定復活）

御嵩町
鬼岩公園
（当日雨天又は前日までの雨
 量 により中止あり）

0574-67-0285
9：30～15：00
スニーカー、長袖など
安全な服装で参加を

10/28 駆馬（おまんと）まつり 東浦町 稲荷神社（石浜地区） 0562-83-6118
10～12時、13～15時
公共交通機関で

10/28
NAGOYA CLASSIC
CAR MEETING 2018

豊田市 豊田スタジアム西イベント広場 0561-38-8170
100台以上のクラシック
カーが集結。車好きの
ほか家族でも楽しめる

10/28 桜井町棒の手 安城市 桜井町(桜井神社） 0566-77-4477

10/28
飯福田寺 伊勢山上
秋季戸閉大祭

松阪市 飯福田町(飯福田神社） 0598-35-0004
1300年続く霊場山伏
姿の先達らが岩屋本
堂の扉を閉じる

10/28～11/23 名古屋城菊花大会 中　区 名古屋城 0564-23-6399

10/下旬
～11/中旬

面の木園地の紅葉 設楽町 面の木園地 0536-62-1000

10/下旬
～11/中旬

段戸裏谷原生林(きららの森）
の紅葉

設楽町 段戸裏谷原生林(きららの森） 0536-62-1000

10/20～10/21
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