
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

10/1～11/30 養老公園もみじまつり 養老町 養老公園一帯 0584-32-1108

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

10/20～11/11 飛騨の里紅葉ライトアップ 高山市 飛騨の里 0577-34-4711

10/25～11/20 岐阜公園菊人形・菊花展 岐阜市 岐阜公園 058-214-2184

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

10/27～11/18 やっとかめ文化祭2018 中　区 大須商店街はじめ 052-262-2580
狂言や歌舞伎街中で
の上演。問い合わせは
実行委員会

10/28～11/23 名古屋城菊花大会 中　区 名古屋城 052-231-1700

10/中～11/上 江名子川の紅葉 高山市 大新町 0577-32-3333

10/中～11/上
津具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/下～11/上 宇津江四十八滝の紅葉 高山市 国府町宇津江 0577-72-3948

10/下～11/上 飛騨美濃せせらぎ街道 高山市
清美町坂下
(森林公園大蔵滝紅葉）

0577-68-2338

10/下～11/中 面の木園地の紅葉 設楽町 面の木園地 0536-62-1000

10/下～11/中
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
樹齢200年の巨木が
茂る自然の宝庫

10/下～11/中 本谷渓谷の紅葉 設楽町 設楽町本谷渓谷 0536-62-1000

10/下～11/中 付知峡の紅葉 中津川市 付知峡 0573-82-4737

10/下～11/中 御在所岳（中腹）の紅葉 菰野町 御在所岳中腹 059-392-2261

１0/30～11/6 渥美半島菊花大会 田原市 サンテパルクたはら 0531-23-3516

【11/1以降】

11/１､13､25 西光寺酉の市 豊橋市 西光寺 0532-52-4203
家内安全、商売繁盛、
開運招福

11/１～30 香嵐渓もみじ祭り 豊田市 足助町 0565-62-1272

11/1～15 郡上八幡城下もみじ祭り 郡上市 郡上八幡城ほか 0575-67-1819
9:00～18:00
城内庭園ライトアップ

11/１～30 小原四季桜まつり 豊田市
小原ふれあい公園・
四季桜の里

0565-65-3808

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一帯 0575-35-3660

11/2～3 白雲座歌舞伎 下呂市 門和佐 0576-24-2222

11/3 東栄フェスティバル 東栄町 東栄ドーム 0536-76-0502
花祭りが見どころの
紹介フェスティバル

11/3 多治見まつり 多治見市
多治見駅～多治見市役所
周辺

0572-23-5444

11/3 滝山渓谷もみじまつり 伊賀市 白藤滝渓谷紅葉まつり 0595-22-9670
紅葉の見ごろは
中～下旬

11/3 氏郷まつり 松阪市 松坂駅前周辺商店街 0598-23-7771
蒲生氏郷をたたえる
秋の大祭

11/3 うの宮神社秋祭り 伊賀市 うの宮神社 0595-59-2501 8:30～16:00

11/3～4
日本の祭りinあいち・なごや
2018

中　区
メイン会場(金山）事前申込み・
サブ会場(名城会場）

052-954-6355
地域伝統芸能全国
大会

11/3～4 農業センター祭 天白区 名古屋市農業センター 052-801-5221

11/3～4 新城ラリー 新城市 新城総合公園 0536-23-7621
日本最大級のラリー
イベント

11/3～4 養老アート・ピクニック 養老町 養老公園一帯 058-272-8664
養老乃瀧谷・養老天
命反転地ほか

11/3～4 羽島市なまずまつり 羽島市 ＪＲ羽島駅前通周辺 058-392-9664

11/3～11 人形小路菊まつり 高浜市 人形小路周辺 0566-53-2603
スタンプラリー・山車
なども10時～16時

11/3～25 大井平公園もみじまつり 豊田市 稲武町大井平公園 0565-83-3200
祭り期間中は恒例
「秋の味覚バザー」も

中部本部管内イベント案内（２０１８年１１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。

＜1/4＞



開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

中部本部管内イベント案内（２０１８年１１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。

11/3～25 紅葉ライトアップ～竹灯り 名張市 赤目四十八滝 0595-63-3004 16:30～19:00

11/3～12/1 王滝渓谷もみじまつり 豊田市 王滝渓谷 0565-77-8089

11/3～12/2 岩屋堂・定光寺もみじまつり 瀬戸市 定光寺 0561-85-2730 岩屋堂公園 30日まで

11/4､11､18 南大津通り歩行者天国 中　区 中区栄～矢場町 052-241-9804

11/4 豊明秋祭り 豊明市 市役所駐車場 0562-92-8306

11/4 はんだシティマラソン2018 半田市 はんだ運動公園 0569-22-1184

11/4 中山道赤坂宿まつり 大垣市 赤坂本陣公園 0584-71-0294 小雨決行

11/4 岐阜市農業まつり 岐阜市 ＪＲ岐阜駅北口駅前広場ほか 058-265-3896

11/4 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

11/4 明野航空祭 伊勢市 陸自明野駐屯地 0596-37-0111 10:00～15:00

11/4 芭蕉元禄大垣きもの園遊会 大垣市
大垣駅通り・本町通り・美濃路
ほか

0584-77-1535 10:00～15:00

11/4 関宿街道祭り 亀山市 東海道関宿 0595-96-1215 9:30～15:00

11/4 観阿弥祭 名張市 観阿弥ふるさと公園 0595-63-7892 10:00～12:00

11/4 太地浦クジラ祭り 太地町 太地漁港ふれあい広場 0735-59-2335

11/5～11 春日井市菊花大会 春日井市 市民ホール・市民サロン 0568-85-6281

11/9～18 曾木公園紅葉ライトアップ 土岐市 曾木公園 0572-52-3001
ライトアップ
17:30～21:00

11/10～11 ワールド・コラボ・フェスタ2018 中　区 オアシス21「銀河の広場」 0561-76-0283

11/10～11 美濃市産業祭 美濃市 美濃市運動公園 0575-33-1122

岐阜ラジオ公開生放
送　ゲスト（伍代夏子、
大原和美、大城バネ
サさん）出演

11/10～11 神恩感謝日本太鼓祭 伊勢市
宇治仲之切五十鈴川河川敷
特設舞台

0596-23-8838

11/10～15 徳興山建中寺宝物特別公開 東　区 徳興山建中寺 052-961-8746
尾張藩主慶勝公撮影
の写真展と建中寺宝
物特別公開

11/10～18
穴弘法もみじと100地蔵
ライトアップ

土岐市 土岐津町穴弘法 0572-55-0112

11/10～30 鳳来寺山もみじ祭り 新城市 鳳来寺山 0536-32-0829
期間中「千の灯火」等
各種イベント

11/10 参候祭り 設楽町 三橋津島神社 0536-62-1000
稚児行列13:００～、
参候祭り19:00～

11/10 東栄町花祭り(振草) 東栄町 小林諏訪神社 0536-76-5255

11/10～11 東栄町花祭り(御園) 東栄町 御園集会所 0561-76-0283

11/10～11 セトまるっと秋の窯めぐり 瀬戸市 赤津・信濃・水野エリアほか 0561-85-2730

11/10～12/9 寂光院もみじまつり 犬山市 継鹿尾観音寂光院 0568-61-0035
約1360年前に建てら
れた尾張の最古刹

11/10～12/25 ノリタケの森クリスマスガーデン 西　区 ノリタケの森 052-561-7290

11/11 つくでまつり 新城市 作手総合支所周辺特設会場 0536-37-2057

11/11 タカドヤ湿地もみじ祭り 豊田市 小田木町タカドヤ湿地 0565-83-3200
1日だけのお祭り
見ごろは1～20日

11/11 秋フェスタ18 東白川村 中河原水辺公園 0574-78-3111 村の秋の収穫祭

11/11 坂下地歌舞伎公演 中津川市 坂下公民館 0573-75-2111 11:00～

11/11 松阪もめんフェスティバル 松阪市 カリヨンビル、中心市街地一帯 0598-26-9500

11/12～25 聚楽園公園もみじまつり 東海市 聚楽園公園内 0562-32-5149 催事日11/18

11/上～中旬 岩古谷山の紅葉 設楽町 設楽町荒尾岩古谷山 0536-62-1000
県指定の名勝。2時間
ほどで頂上へ行ける。
健脚向き

11/上～中旬
古今伝授の里
フィールドミュージアムの紅葉

郡上市 大和町牧 0575-88-3244

11/上～中旬 揖斐峡の紅葉 揖斐川町 揖斐川町三倉 0585-55-2020

11/上～下旬 両界山横蔵寺の紅葉 揖斐川町 両界山横蔵寺 0585-55-2811
即身成仏した妙心法
師の舎利仏が有名

＜2/4＞



開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

中部本部管内イベント案内（２０１８年１１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。

11/上～下旬 横谷峡（四つの滝） 下呂市 金山町金山 0576-32-3544

11/上～下旬 宮の谷渓谷の紅葉 松阪市 宮の谷渓谷 0598-46-7121
水量が少なく風折れの
滝なども！

11/上～下旬 展開山泰雲時の紅葉 松阪市 飯高町天開山泰雲寺 0598-46-7121

11/上～下旬 上野公園紅葉 伊賀市 上野公園 0595-24-0270

11/上～下旬
三瀬谷ダム湖
（奥伊勢湖）の紅葉

大台町 三瀬谷ダム湖（奥伊勢湖） 0598-84-1050

11/中～下旬 小牧山城の紅葉 小牧市 小牧山城 0568-39-6123

11/中～下旬 谷汲山華厳寺の紅葉 揖斐川町 谷汲 0585-55-2033 日本最古の観音霊場

11/中～下旬 蘇水峡の紅葉 八百津町 錦織周辺 0574-43-2111

11/中～下旬 恵那峡県立自然公園 恵那市 恵那峡県立自然公園 0573-25-4058

11/中～12/上 八事山興正寺のもみじ 昭和区 八事山興正寺 052-832-2801

11/中～12/上 鳳来峡・板敷川の紅葉 新城市 鳳来峡・板敷川 0536-29-0829

11/中～12/上 岡崎東公園の紅葉 岡崎市 欠町東公園 0564-23-6257 ライトアップも

11/中～12/上 養老公園紅葉 養老町 養老公園 0584-32-0501

11/17～18 豊川稲荷秋季大祭 豊川市 豊川稲荷 0533-85-2030
ふるさとフォトハイキン
グ 11/17 受付10：00～
11：00 名鉄豊川稲荷駅

11/17～25
吉田城鉄櫓手筒花火
特別放楊

豊橋市 吉田城鉄櫓前広場 0532-54-1484 期間中の土・日

11/17～25 聖宝寺もみじまつり いなべ市 藤原町聖宝寺庭園 080-3642-0757
期間中の土・日には
ライトアップ

11/17～12/25
シートレインランド
Ｖｅｒｙ Ｍｅｒｒｙ Ｃhristmas

港　区 名古屋港シートレインランド 052-661-1520

11/17～12/2 くらがり渓谷の紅葉まつり 岡崎市 石原町 0564-23-7283

11/18 サムライニンジャフェスティバル 緑　区 大高緑地公園 052-962-2715

11/18 2018トヨカワシティマラソン大会 豊川市 豊川市陸上競技場 0533-88-8036

11/18 東栄町花祭り(東薗目) 東栄町 憩いの家東薗目荘 0536-76-0460

11/18 頭の宮四方神社例大祭 大紀町 頭の宮四方神社 0598-72-2316
早餅つき13:00～15:00
餅まき15時～

11/18 瑞浪市農業祭 瑞浪市 瑞浪中央公園 0572-68-5120

11/18 多度草競馬大会 桑名市
アイリスパークみぞの
ふれあい公園

0594-48-2702 10:00～5:00

11/22～23 東栄町花祭り(月) 東栄町 月集会所 0536-76-0420

11/23 ひんここ祭 美濃市 大矢田神社 0575-35-3660
11:30～12:00､
14:00～14:30

11/23 多度流流鏑馬まつり 桑名市 多度大社 0594-48-2037 行事開始13:00頃

11/23 桑名七福神まつり 桑名市 十念寺 0594-23-3388 10:00～雨天決行

11/23 大森神社例祭（どぶろく祭） 熊野市 育生川町大森神社 0597-89-0100

11/23 くろんどまつり 伊賀市 敢国神社 0595-23-3061

11/23～25 観楓会「紅葉茶会」 熱田区 白鳥公園 052-681-8928

11/23～25
夢・彩・発見
ふじおか紅葉まつり

豊田市
藤岡地区(県緑化センター、
下川口大沢池など5会場）

0565-76-6108

11/23～25 鈴鹿バルーンフェスティバル 鈴鹿市 鈴鹿川河川緑地ほか 059-382-9020

11/23～12/2 そぶえイチョウ黄葉祭り 稲沢市 祖父江町山崎 0587-22-1414

11/23～12/2 愛岐トンネル特別公開 春日井市 ＪＲ定光寺　愛岐トンネル 0568-81-1123 もみじの隠れた名所

11/23～12/9 錦を纏う徳川園紅葉祭 東　区 徳川園 052-935-8988
ライトアップ9:30～20:30
入園は20:00まで

11/24～12/2 普門寺もみじ祭り 豊橋市 普門寺 0532-41-4500

11/24～25 東栄町花祭り(足込) 東栄町 足込集会所 0536-79-1193

11/24～25 東栄町花祭り(三輪) 東栄町 河内長峰神社 0536-79-3451

11/24～25 豊根村花祭り 豊根村 坂宇場地 0536-85-1611

11/25 宮路山もみじまつり 豊川市 赤坂町宮路（第一駐車場） 0533-88-2881
天気の良い日には
富士山の眺望も！
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11/25 半田赤レンガマルシェ 半田市 半田赤レンガ建物・芝生広場 0569-24-7031

11/25 松阪牛まつり 松阪市 松阪農業公園ベルファーム 0598-53-4119
特産松阪牛のコンテス
トが行われる
10:00～16:00

11/下～12/上 宮妻峡・水沢もみじ谷 四日市市 宮妻峡・水沢もみじ谷 059-357-0381
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