
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

11/24～1/14
特別展「幕府崩壊―幕末を
生きた地方の証言者たち

安城市 歴史博物館 0566-77-6655

11/30～3/31 合格招き猫の展示 常滑市 名鉄常滑駅構内 0569-34-8888

肉球をザラザラに加工
した「合格招き猫」「滑
らない」縁起を担ぎ希
望者には合格祈願カ
ード」をお渡し

12/26～1/6
鈴鹿サーキット
お正月イベント

鈴鹿市 鈴鹿サーキット 059-378-1111
1/1～2
国際レーシングコース
の走り初めも

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

【1/1以降】

1/1 元日洋上初日の出
田原市
鳥羽市

伊良湖発　6:20、6:35
鳥羽発　　 6:35

0531-35-6217
0599-25-2880

1/1 津島神社歳旦祭 津島市 津島神社 0567-26-3216

1/1 尾張万歳元旦奉納公演 知多市
八幡神社
(国指定重要無形民俗文化財）

0562-51-5637
10:30～11:00
14:00～14:30

1/1 ツインアーチからの日の出 一宮市 木曽三川公園138タワー 0586-51-7105 開館時間 6:00～

1/1 吉良ワイキキビーチ 初日の出 西尾市 吉良町恵比寿海岸管理棟付近 0567-57-7840

1/1～6 真清田神社　火の輪くぐり 一宮市 真清田神社 0586-73-5196
1/1　　　 0:30～18：00
1/2～6　8:00～17：00

1/2 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

1/2～3 設楽町花祭り 設楽町 津具地区 0536-62-1000

1/2～3 東栄町花祭り 東栄町 古戸会館 0536-78-5238

1/2～3 豊根村花祭り 豊根村 下黒川地区 0536-85-1611

1/2～6 とんとん拍子に福来たる 伊賀市 伊賀の里モクモクファーム 0595-43-0909

1/3 てんてこ祭り 西尾市 熱池八幡社 0563-57-7840

”天下の奇祭”大根で
作った男性のシンボル
を下げ、腰を振りなが
ら町内を練り歩く
13:00～

1/3
鳳来寺田楽
（国重要無形民俗文化財）

新城市 鳳来寺 0536-32-0022

山中に棲んでいた鬼の
首をはねて守護神とし
てまつり、寺の僧が供
養にと村人ともに踊っ
たのが始まり

1/3 デンデンガッサリ 岡崎市 山中八幡宮 0564-23-6217
古くから伝わるお田植
え神事

1/3 田遊祭 豊川市 砥鹿神社（里宮境内） 0533-93-2001
五穀豊穣を祈る祝神事
14：30～15：30

1/3 財賀寺お田植え祭 豊川市 財賀寺 0533-87-3494

稲作の過程を模擬的に
演じて豊作を祈る古調
を帯びた歌を歌いなが
ら演じる特異な神事
14:00～

1/3～4 豊根村花祭り 豊根村 上黒川地区（熊野神社） 0536-85-1611

1/3～4 篠島大名行列祭 南知多町 篠島 0569-67-3700
1/3   11:00～
1/4   12:30～

1/3～14 サンテパルクたはら新春フェア 田原市 サンテパルクたはら 0531-25-1234

1/3   10:00～
甘酒無料サービス
11:00～餅つき大会
お正月遊びコーナーは
1/14まで

1/4～7 和魂社例祭（茅の輪くぐり） 津島市 津島神社 0567-26-3216 9:00～

1/5 あつた初ゑびす 熱田区 熱田神宮 052-671-4151

1/5 相差獅子舞祭 鳥羽市 相差町 0599-21-6660

スキー場およびイルミネーションも省略しますが、適宜お出かけください。

※ このほか初日の出を見るために特別に開館時間を早めてくれる場所も！名古屋テレビ塔、中部国際空港、竹島、幡豆岬、
　 日出の石門,岐阜金華山、国営木曽三川公園、猿ばみ城展望台、紀北町中の島、鳥羽展望台、朝熊山等お近くの場所へ
    でかけてみては？

中部本部管内イベント案内（２０１９年１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。

神社寺院の初詣等は省略しますが、適宜お出かけください。
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1/5～6 わんにゃんドーム2019 東　区 ナゴヤドーム 052-243-8600 要入場料

1/5、12
伊勢湾フェリーから豪華
クルーズ客船を観覧しよう

田原市
鳥羽市

伊良湖営業所 0531-35-6217
1/5「にっぽん丸」
1/12「パシフィックビーナス」
鳥羽までの往復船賃必要

1/5～13 犬山どぶろく祭 犬山市 犬山城下三光稲荷神社 0568-65-0002

1/6 6日祭（花奪い祭り） 郡上市 長滝白山神社 0575-82-5900
大きな花笠を人梯子を組
んで奪い合う

1/6 鈴鹿市消防出初式 鈴鹿市 鈴鹿サーキット 059-378-1111

10:00～11:30
レーシングコースを使っ
た出初式はここだけ
迫力満点

1/6、12～2/24
(土日）

冬の風物詩「たき火とサル」 犬山市 モンキーバレイ 0568-61-2327

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

1/7 世様神事 熱田区 熱田神宮 052-671-4151
神職が盥の水の一年間
に減った量を測りその年
の豊凶を占う

1/12～13 東栄町花祭り 東栄町 下粟代生活改善センター 0536-78-5112

1/上～2/下旬 稲生地区の氷瀑 豊田市
大井平公園駐車場から
徒歩9分

0565-83-3200
事前に観光協会への
問い合わせをお勧め

1/8 佐久島八釼神社・神明社八日講祭 西尾市 佐久島八剣神社 0563-56-2459 10：00～11:30

1/10 きのえね祭 津島市 津島神社 0567-26-3216 終日

1/10 注連切神事 志摩市 安乗神社 0599-47-3423

14:00～
素戔嗚尊が大蛇退治の
故事に由来するといわ
れる注連縄切り神事

1/11 踏歌神事 熱田区 熱田神宮 052-671-4151
別名「あられ走り」「オ
ベロベロ祭」ともいう

1/11～12 一乗寺だるま祭 熊野市  一乗寺 0597-85-3609

1/12 東富田のどんど祭り 四日市市 東富田町浜ひろば他 059-365-1141 18:00～

1/12～2/28 飛騨の里「冬のライトアップ」 高山市 飛騨の里 0577-34-4711

1/12～13 近世山明星輪寺　初こくぞう 大垣市 赤坂町金星山明星輪寺 0584-71-0124
柴燈護摩供養後火渡り
濃尾平野の夜景が180
度見渡せる

1/13 出初式 港 区 ガーデン埠頭 052-972-3504 未定（12/2現在）

1/13 こうた凧揚げまつり 幸田町 菱池地内 0564-62-1111 9:00～13:30

1/13 岡崎市出初式 岡崎市 殿橋下流乙川河川緑地 0180-991-319

9:30～
岡崎市以外の出初式も
第２日曜日と思われる
が現時点では不明

1/13 八幡祭 大紀町 錦地区 0598-86-2243

1/14 ハラソ祭り 尾鷲市 梶賀町魚市場周辺 0597-23-8261
八丁櫓を操る古式捕鯨
を伝える祭り

1/14、20、27
冬の白河合掌造り集落
ライトアップ

白川村 合掌造り集落 05769-6-1013
17:30～19:30
ライトアップ

1/14 大興寺開運大日福だるま大祭 知多市 大興寺 0569-42-0702 お焚き上げ  13:00～

1/15 歩射神事 熱田区 熱田神宮 052-671-4151

1/15 粥占い祭り 豊川市 砥鹿神社 0533-93-2001

1/15 古川三寺参り 飛騨市 飛騨市古川町 0577-74-1192

1/17 岩屋寺大祭 南知多町 岩屋寺 0569-62-0387

1/18 初観音 犬山市 寂光院 0568-61-0035 10:00～

1/19～20 北野天満宮　筆まつり 江南市 北野天満宮 0587-53-1858
20日14:30～
大筆奉納行列

1/19～20 新春六華苑祭り 桑名市 六華苑 0592-24-4466

1/20 武者的神事 岡崎市 伊賀八幡宮 0564-26-2789
ヒノキの的板に矢を放ち
割れ具合でその年の吉
凶を占う

1/20 初ゑびす・初笑い 志摩市 浜島町恵比寿神社 0599-46-0570

1/20 郡上本染鯉のぼり寒ざらし 郡上市 小駄良川下流 0575-67-1808
13:00～14:00
前日にはライトアップ
17:00～21:00

1/20 熊野きのもと「さんま祭」 熊野市 木之本町商工会議所周辺 0597-89-3435
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1/23 川合太鼓踊 揖斐川町 愛宕神社 0595-57-2111

1/24～25 初愛宕大祭・愛宕市 松阪市 龍泉寺 0598-21-2931 江戸時代から続く市

1/26～27 東海フラワーショウ 東海市 市民体育館 052-603-2211

1/26～27 亀山大市 亀山市 東町、本町 0595-82-1331
100年以上も続く北
勢名物

1/27 師崎左義長まつり 南知多町 師崎港
090-1090-4508

宮田委員長

愛知県本部
フォトハイキング
受付　10:30～11:00
フェリーターミナル前

1/27 大府七福神祭 大府市
大日寺、地蔵院、普門院、
光善寺、地蔵寺、浄通院、
賢聖院

0562-45-6227

市内にある七つの寺
を巡り特別に開帳さ
れる七福神を参拝で
きる

1/27 山神の獅子舞 玉城町 山田禅寺 0596-58-8212

1/下旬
～3/中旬

うめまつり 豊橋市 向山緑地梅林 0532-51-2430

1/12～20
「日本の自然」＆
「日本の自然風景」巡回展

名古屋市 ノリタケの森ギャラリー 中部本部行事
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