
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

10/6～4/7
バックヤード収蔵車展
「お客様が選んだ 裏 BEST10」

長久手市 豊田博物館 0561-63-5151
12/8～9、屋外で恒例
の走行披露あり

11/1～3/14
セントラルガーデン
イルミネーション

千種区 セントラルガーデン 052-856-7315

11/7～12/25 ＪＲ名古屋タカシマヤクリスマス 中村区 ジェイアールなごや高島屋 052-566-1101

11/10～12/9 寂光院もみじ祭り 犬山市 寂光院 0568-61-0035

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

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

港　区 名古屋港シートレインランド 052-661-1520

11/18～1/31 ウインターイルミネーション 千種区 星が丘テラス 052-781-1266

11/20～12/10
紅葉の見ごろ
金生山明星輪寺

大垣市 赤坂町金生山明星輪寺 0584-71-0124
濃尾平野を一望できる
スポット

11/20～12/25
東山スカイタワー
クリスマスライトアップ

千種区 東山スカイタワー 0564-23-7283

ライトアップ
(日没～21:00)  展望室
からは「日本夜景遺産」
「日本夜景100選」の夜
景も楽しめる

11/22～12/9 岡崎東公園　紅葉まつり 岡崎市 岡崎東公園 0564-24-0050

11/23～12/9 錦を纏う　徳川園紅葉祭 東　区 徳川園 052-935-8988

【11/23～25､30～12/2】
夜間開園　ライトアップ
9:30～20:30
入園（20:00まで）

11/23～12/9 白鳥庭園観楓会 熱田区 白鳥庭園 052-681-8928

 【11/23～12/9】
あかりアート夜間開園
9:30～21：00
入園（20:30まで）

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定光寺ー愛岐トンネル 0568-81-1123  もみじの隠れた名所

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

11/中～12/上 八事興正寺の紅葉 昭和区 八事山興正寺 052-832-2801

11/中～12/上 愛知県民の森紅葉 新城市 愛知県民の森 0536-32-1262

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/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

11/下～12/上 粥見のさざんか 松阪市 飯南町粥見 0598-32-2511 天然記念物個人所有

11/下～12/上 瀞峡の紅葉 熊野市 瀞峡（瀞八丁） 0597-89-4111
紀伊半島随一と言われ
る渓谷美

11/下～12/上 網掛山もみじ谷の紅葉 大紀町 網掛山もみじ谷 0598-86-2243

【12/1以降】

12/1 新嘗祭・愛宕社大祭 鈴鹿市 椿大社 059-371-1515

12/1～2 熱気球琵琶湖横断 高島市 安曇川町近江白浜 0740-22-6108 　予　定

12/1～2 東栄町花祭り（中設楽） 東栄町 中設楽花祭舞庭 0536-76-0355

12/1～2 お伊勢さんマラソン 伊勢市 三重県営サンアリーナ周辺 048-778-5880

12/1～25 城下町大垣イルミネーション 大垣市 大垣公園芝生広場他 0584-81-4111

12/1～31 ヨットイルミネーション 南伊勢町 志摩ヨットハーバー 0599-66-0933

12/1～2/24 星降るトンネル 可児市 花フェスタ記念公園 0574-63-7373

12/1～2/28 古い町並みライトアップ 高山市 中橋周辺 0577-32-3333

12/2 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704 10:30、14:00

12/2 山岡の歌舞伎祭 恵那市 山岡公民館 0573-56-2111 12時開演

12/上～2/上 学びの森イルミネーション 各務原市 那加雲雀（学びの森） 058-383-1111
20万球の光で真っ白な
雪の並木道を演出

12/5 敢国神社おんまつり 伊賀市 一の宮877 0595-23-3061 獅子神楽
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12/8～24 名古屋クリスマスマーケット 中　区 久屋大通公園・久屋広場 052-954-1107

12/8 池ノ上みそぎ祭 岐阜市 葛懸神社 058-232-8770 13::30開始  みそぎ15:00

12/8 夫婦岩大注連縄張替神事 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020 10:00～11:30

12/9 東栄町花祭り（中在家） 東栄町 老人憩いの家明壽荘 0536-76-0690

12/9 真田祭り 豊橋市 真田神社 0532-54-1484 喘息平癒祈願

12/9 火渡神事 小牧市 福厳寺 0568-79-2183

12/9 ぶり街道祭り 高山市 道の駅ひだ朝日村 0577-55-3777

12/13 荒子川公園クリスマス展 港　区 荒子川公園ガーデンプラザ 052-384-8787

12/14 吉良公毎歳忌 西尾市 華嚴寺 0563-35-0935

12/15
四日市港ポートビル
クリスマスコンサート

四日市市
四日市港ポートビル
展望展示室

059-366-7022 当日のみ無料開放

12/15～28 おかげ横丁歳の市 伊勢市  おかげ横丁 0596-23-8838

12/16 秋葉の火渡神事 熱田区  円通寺 0120-560-566

12/16 秋葉の火渡神事 天白区  平針秋葉山滋眼寺 052-801-0016

12/16 長松寺どんき 豊川市  長松寺 0533-75-2475

12/22 こよみのよぶね2018 岐阜市
鵜飼観覧船乗り場付近～
長良川右岸プロムナード

058-294-7671
巨大な数字の行灯を
屋形船に乗せ、金華山
麓の長良川に流す。

12/22 冬至祭 伊勢市  内宮宇治橋前 0596-24-1111
前後一か月ほどの間、
宇治橋の間から日が
昇る

12/22～23
12/27～1/6

冬の風物詩
「たき火にあたる　サル」

犬山市
日本モンキーセンター
モンキーバレイ

0568-61-2327

たき火にあたるサル
 11:30～14:00
ホカホカお芋タイム
14:00～

12/23 管粥神事 西尾市  金石神社 0563-57-7840

12/23
クリスマスキャンドルナイト
煌めきライトアップ

名張市 赤目四十八滝、霊蛇滝周辺 0595-63-3004

霊蛇滝周辺で、千数百
個のキャンドルが水面
に揺らめき滝もライトア
ップされる

12/24 名古屋港Ⅹ'MAS　HANABI 港　区  ガーデン埠頭 052-212-1603

12/24 伊勢太神楽 桑名市  増田神社 0594-21-5416

伊勢の御札を配ったと
される桑名市の伝統
芸能（国の重要無形
民俗文化財指定）

12/24～28 タルマかねこおりライトアップ 高山市 奥飛騨温泉郷 0578-89-2614

12/27 御滝注連縄張替 那智勝浦町  飛龍神社 0735-55-0321

12/31
東光山神宮寺
除夜の鐘・年越新年祈祷

松阪市 東光山神宮寺 0598-32-2511

参詣者も撞くことが出
来る、午前0時からは
本堂で新年祈祷　守
矢の授与も

12/中～2/上 面ノ木原生林の樹氷 豊田市 面ノ木園地 0565-83-3200

12/21～26 「全日本写真展2018」巡回展 中　区 　ワキタギャラリー 中部本部行事

これらの他、イルミネーションは各地で開催されており、日程等省略　（名駅通り、広小路通り、南大津通り、ルーセントタワー、マリオットクリスマス、
ノリタケの森、ナディアパーク、三ヶ根山スカイライン、きらめき明治村、朝倉駅西口、ツインアーチ、小牧駅周辺）など盛り沢山　適宜撮影にお出か
けください。
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