
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

    全日写連フォトコンテスト撮影会

3/1～5/12 岡崎春ロマンフォトコンテスト
090-1090-4508

宮田委員長

【前月から】

3/21～4/2  奥山田のしだれ桜 岡崎市 奥山田町公民館前 090-6368-1030
持統天皇が御手植えされ
たと伝う

2/23～4/3  いなぶ旧暦雛祭り 豊田市 道の駅どんぐりの里 0565-83-3838

3/15～4/5 すいとぴあ江南さくら祭 江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5111

2/9～4/7 尾張徳川家の雛まつり 東　区 徳川美術館 052-935-6262

3/下～4/上 山崎川四季の道の桜 瑞穂区
山崎川畔、瑞穂区役所～
（汐路ロード）

059-831-6161 ライトアップ 18時30～21時

3/29～4/7 岩倉桜まつり 岩倉市 五条川畔 0587-66-3400 ライトアップや物産展

3/下～4/上 赤目延壽院しだれ桜 名張市 赤目町長坂(赤目四十八滝） 0595-63-3004

3/下～4/中 岡崎の桜まつり 岡崎市 岡崎公園、乙川、伊賀川など 0564-23-6216 ライトアップ 18時～22時

3/中～4/上
のんほいパーク
スプリングフェスティバル

豊橋市 豊橋市総合動植物公園 0532-41-2185

3/25～4/14 笠松春祭り 笠松町 奈良津堤ほか 058-388-1114 ライトアップ 18時～22時

3/16～4/21 花フェスタ　スプリングフェア 可児市 花フェスタ記念公園 0574-63-7373

3/16～5/6 東山動植物園　春まつり 千種区 東山動植物園、東山スカイタワー 052-782-2111

3/23～4/7 水の都おおがき舟下り 大垣市 水門川 0584-77-1535
たらい舟は４月27日～
5月5日の土・日・祝

3/22～6/9 鶴舞公園花祭り 昭和区 鶴舞公園 052-733-8340
桜ライトアップ
ビアガーデン 3/22～4/7

3/中～4/上 カタクリの群生 豊田市 香嵐渓 0565-62-1272

3/24～4/8 桃山公園桜まつり 大府市 桃山公園 0562-45-6227 ライトアップ19時～21時

【４/1以降】

4/1 乞食祭り(桶がわ祭り） 川辺町 下麻生地区県神社 0574-53-7213
物乞いの前で赤飯をひっく
り返して豊作など祈願する
奇祭

4/3 桃花祭（別名　馬祭り） 一宮市 真清田神社 0586-73-5196
4/1短冊際、4/2歩射神事、
4/3神輿渡御、献馬（騎馬
の鎧武者がお供）

4/4
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
4/4
「ダイヤモンド　プリンセス」
要鳥羽までの船賃

4/5～14 シダレサクラまつり 守山区 東谷山フルーツパーク 052-736-3344

4/6 夢と花咲く城山嘉隆まつり 鳥羽市 城山公園、鳥羽城址 0599-25-3019

4/6～7 覚王山　春祭り 千種区 覚王山日泰寺参道 052-751-8686
参道を会場にマーケットが
並ぶほか、国籍飲食屋台
も出店

4/6～7 白鳥庭園　観桜会 熱田区 白鳥庭園 052-681-8928
立礼席で花見茶会
福よせ雛のお茶会

4/6～7 犬山祭 犬山市 城下町一帯 0568-61-6000

4/6～7 大須春まつり 中　区 大須商店街一帯 052-261-2287
大須太鼓の披露、チンドン
屋なども

4/6～7 常滑春の山車祭 常滑市 小鈴谷地区 0569-34-8888

4/6～7 道三まつり 岐阜市 中心市街地一帯 058-265-3980 ※雨天は8日に順延

4/6～7 各務原市さくらまつり 各務原市 新境川堤および市民公園一帯 058-383-9925
百十郎桜は「日本さくら名
所100選」に選定された桜
の花見名所

4/6～7 諏訪神社の大祭 美濃加茂市 下米田町　諏訪神社 0574-28-1110

だんじりの引き回し奉納や
見物の女性を追いかける
獅子を鬼の面をして榊を手
にした拝翁が戒める行事

4/6～7 猪名部神社上げ馬神事 東員町 猪名部神社 0594-76-2424 鎌倉時代から伝わる神事

4/6～7 鳥羽春祭り 鳥羽市 大山祇神社　賀多神社 0599-25-5688
鳥羽に春の訪れを告げる
行事

4/6～21 春を謡う　徳川園牡丹祭 東　区 徳川園 052-935-8988
牡丹園に1000株ものボタン
が咲き誇る

中部本部管内イベント案内（２０１９年４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。

岡崎の春は、河津さくらから伝統の家康行列(4/7)
神明宮大祭（5/11,12) まで風景、イベントスナップ
など自由に
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4/7 家康行列 岡崎市 伊賀八幡宮～乙川河川敷 0564-64-1637
岡崎春ロマンコンテスト対
象に！

4/7 須賀神社の大祭(山車） 岡崎市 樫山町須賀神社 0564-64-1632 岡崎市観光協会

4/7 鬼 祭 豊橋市 石巻神社 0532-54-1484
逃げ遅れると１斗缶の粉を
浴びることに！

4/7 奥三河パワートレイル
 豊根村
新城市
設楽町

スタート＞茶臼山高原　6:30～
ゴ ー ル＞湯谷温泉

052-202-3001
茶臼山を起点に湯谷温泉
まで７０㎞累積標高4000m
制限時間13時間

4/7 滝頭桜まつり 田原市 滝頭公園 0531-23-3516

4/上 幸田のしだれ桜  幸田町 幸田文化公園 0564-62-1111

4/7 池田サクラまつり 池田町 霞間ヶ渓公園、大津谷公園 0585-45-3111

4/7 白髭流流鏑馬 可児市 土田　白髭神社 0574-50-7056

4/7 瀬戸川の鯉の引っ越し 飛騨市 瀬戸川、白壁土蔵街 0577-74-1192

4/7 谷汲桜まつり 揖斐川町 谷汲門前駐車場 0585-55-2020 谷汲踊りの上演も

4/7 君ケ野ダム公園桜まつり 津  市 美杉町　君ケ野ダム公園 059-262-3014

4/7 宣長まつり 松阪市 松坂城址（松坂公園） 0598-23-7771

4/7 津駅前ストリートまつり 津　市 津駅前羽所町通り 059-273-5570

4/7～8 火渡り（春季会式） 鈴鹿市 荒神山観音寺 059-379-0331
行事は7日のみ大護摩
及び火渡り

4/8 花祭り佛生会 鈴鹿市 子安観音寺 059-386-0046

4/8 古式日本刀鍛錬　一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

4/11～14 フラリエみらい花フェスタ 中  区 フラリエ 052-243-0511

4/13 於大まつり 東浦町
明徳寺川沿い「於大の道」
於大公園

0562-83-6118
可愛い於大姫の行列
9:30 桜橋スタート
雨天時は14日開催

4/13 手力の火祭り 岐阜市 蔵前　手力雄神社 058-245-2063 岐阜県重要無形文化財

4/13～14 八百津まつり 八百津町 八百津町中心街 0574-43-2111
三台の山車を合わせると
船の形に

4/13～14 たじみ陶器まつり 多治見市 本町5～6丁目 0572-25-5588
他に西通り
市之倉(0572-22-3719)も

4/13～14 足助春祭り(山車祭） 豊田市 足助神社 0565-62-1272

4/13～14 常滑春の山車祭 常滑市
常滑地区、矢田地区、古馬の
各地区

0569-34-8888
6輌重なっての山車引き
回し（常滑）

4/13～14 半田春の山車祭 半田市内
上半田、協和、成岩、西成岩、
板山、岩滑、岩滑新田の各地区

06569-32-3264

4/13～14 松平春祭り 豊田市 松平郷園地 0565-58-1629 手筒花火の奉納や踊り

4/13～14 美濃まつり 美濃市 八幡神社　市街地 0575-35-3660
花神輿/13、山車/14、
練り物など

4/13～14 古井神社のハイボウ 美濃加茂市 古井神社 0574-25-2111
鬼の面をかぶったハイボウ
が登場し参拝者の頭を軽く
たたいて厄払いする祭

4/13～14 三多気桜まつり 津市 三多気地区 059-272-8085 棚田と桜名所100選

4/14 太閤花見茶会 中村区 中村公園 052-411-0003
9:00～16:00
ステージイベントも

4/14 岡田春まつり　 知多市 岡田大門前 0562-51-5637

4/14 日長の御馬頭祭 知多市 日長神社 0562-33-3151

4/14 大矢田神社ひんここ祭 美濃市 大矢田神社 0575-35-3660
10：00～16:00
見ごろは15：00～

4/14 杵振り花馬祭り 中津川市 蛭川安弘見神社 0573-45-2211

4/14 神渕神社大祭 七宗町 神渕神社 0574-48-2291

4/14 椛の湖桜まつり 中津川市 椛の湖 0573-75-4444

4/上～中 上中のしだれ桃 豊田市 上中町牧ケ洞 0565-68-3653
上中町にある約3000本の
しだれ桃群生地
臨時駐車場、散歩道あり

4/上～中 コバノミツバツツジ 豊川市 冨士神社　善住禅寺周辺 0533-88-2325
善住禅寺～冨士神社に
かけて数万本が群生

4/上～中 大安寺しだれ桜 豊田市 大安寺境内 0565-83-3200 豊田市指定天然記念

4/上～中 瑞龍寺しだれ桜 豊田市 瑞龍寺境内 0565-83-3200 ライトアップ日没～21時

4/上～中 アグリステーション春 設楽町 道の駅アグリステーションなぐら 0536-62-1000 名倉地区コヒガン桜
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4/上～中 恵那峡土土ヶ根のしだれ桜 恵那市 恵那峡テニスクラブ 0573-25-4058 推定樹齢110年

4/上～中 吉田川経塚のしだれ桜 恵那市 岩村町　吉田川経塚 0573-43-3231 春の農村景観日本一？

4/上～中 富田打杭　阿弥陀堂の桜 恵那市 岩村町　富田打杭 0573-43-3231
農村景観日本一の田園風
景にふさわしい一本桜が
青空に

4/上～中 寺尾ヶ原千本桜 関市 武芸川町　寺尾ヶ原千本桜公園 0575-46-2311
寺尾峠から県道沿いに
２㎞にわたる桜並木

4/14～15 春の高山祭 高山市 日枝神社、陣屋周辺 0577-32-3333

4/19～20 古川祭　越し太鼓 飛騨市 古川町一帯 0577-73-2111
起し太鼓、豪華な屋台、
御神輿行列

4/20～21 せと陶祖まつり 瀬戸市 瀬戸駅周辺ほか市内各所 06561-82-3123

4/20～21 半田春の山車祭 半田市内 下半田地区 06569-32-3264

4/20～21 金山まつり 下呂市 金山町　柯柄八幡神社 080-3637-2201
美濃和紙で作られた花神
輿が美しく迫力も

4/20～5/5 尾張津島i藤まつり 津島市 天王川公園 0567-28-8051 期間中ライトアップも

4/20～5/6 こうなん藤まつり 江南市 曼陀羅寺公園 0587-54-1111

4/20～5/12
かざはやの里～
かっぱのふるさと藤まつり

津市 戸木町　かざはやの里 059-255-5755

4/中～5/上 大平ツツジ山つつじ 大紀町 大平つつじ山 0598-86-2243
約6ヘクタールの山腹に
約10000株

4/21 石刀祭 一宮市 今伊勢町　石刀神社 0586-73-5221 山車３輌のからくり

4/26～4/30
愛岐トンネル群
春の特別公開

春日井市 ＪＲ定光寺ー愛岐トンネル 080-9492-5458
公開日以外立ち入り禁止
※雨天中止

4/27 川名公園 完成記念春まつり 昭和区 川名公園 052-735-3822

「環境、エコ、防災、賑わ
い、ふれあい」をキーワー
ドに地域の団体、住民、
商店街、学生　行政が一
丸となって開催

4/27 飛騨神岡祭 飛騨市 大津神社、朝浦八幡宮他 0578-82-2253 平安絵巻さながらの行列

4/27～28 常滑春の山車祭 常滑市 西之口地区　小倉地区 0569-34-8888

4/27～5/6 全日本うまいもの祭り 長久手市 愛　地球博記念公園 052-728-0475
全国各地からうまいものが
大結集

4/27～5/6 伊賀上野 NINJAフェスタ 伊賀市 市街地　上野公園など 0595-22-9670
忍者の衣装を着て忍者体
験が楽しめる

4/下～5/中 八橋かきつばたまつり 知立市 無量壽寺境内 0566-81-4028 祭日程未定

4/28 伊勢山上春季戸開大祭 松阪市 伊勢山　上飯福田寺 0598-35-0004
山伏姿の先達がほら貝を
吹いて大護摩法要ハイカ
ーの安全を祈る

4/28～30 春の神楽祭 伊勢市 伊勢神宮(内宮） 0596-24-1111

4/29 真清田神社 舞楽神事 一宮市 真清田神社 0586-73-5196
古くから伝わる舞楽と神楽
の奉納

　※上記の他　桜の名所は数多く、日程見ごろ等省略。

【愛知県】
▼名古屋市＞荒子川、庄内緑地、名古屋城、東谷山しだれ桜、▼あま市＞甚目寺　▼小牧市＞小牧山　▼犬山市＞日本モンキーパーク、犬山城、
明治村　　▼清須市＞清洲公園　▼東海市＞大池公園　▼尾張旭市＞城山公園　▼瀬戸市＞定光寺の桜　▼豊田市＞鞍ヶ池公園、水源公園
▼刈谷市＞亀城公園、洲原公園　▼高浜市＞大山緑地千本桜　▼豊川市＞諏訪佐奈川堤、御津山園地　▼弥富市・津島市＞天王川公園
▼みよし市＞三好池の桜　▼西尾市＞西尾、西浦温泉

【岐阜県】
長良川堤、墨俣、揖斐二度桜、虎渓公園、蘇水峡の桜、臥龍桜、荘川桜、薄墨桜、苗代桜

【三重県】
伊勢神宮の桜、湯の山温泉、九華公園、玉城町田丸城跡，十四川の桜、青蓮寺湖、名張、津偕楽公園
                                                                                                                                                                 等々適宜お出かけください。

＜3/3＞


