
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

3/22～6/9 鶴舞公園花祭り 昭和区 鶴舞公園 052-733-8430

5/1～6/5 飛騨の里　端午の節句 高山市 飛騨の里 0577-34-4711
西岡家の和紙で作られた
巨大な鯉のぼりが話題

 5/8～7/9 なばなの里　ホタルまつり 桑名市 なばなの里 0594-41-0787
ホタルの見ごろは６月下旬
ころまで営業時間延長

5/11～6/9 バラ・ハナショウブ祭り 西　区 庄内緑地グリーンプラザ 052-503-1010

5/11～6/9 茶臼山高原　芝桜まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345 花の開花時期は確認を！

5/11～6/16 春のバラ祭り 可児市 花フェスタ記念公園 0574-63-7373

5/11～10/15 岐阜長良川の鵜飼 岐阜市 長良橋付近 058-262-0104

5/上～6/下 なばなの里　バラまつり 桑名市 なばなの里 0594-41-0787

5/18～6/16 碧南市花菖蒲祭り 碧南市 油ヶ渕遊園地・應仁寺境内 0566-41-3311
應仁寺では,余所では拝め
ないやせ仏も！

5/20～6/9 大池公園菖蒲祭り 東海市 大池公園 0562-32-5149 花の開花に確認を！

5/下～6/上 斎宮のハナショウブ群落 明和町 斎宮跡・歴史ロマン広場 0596-52-7138

ロマン広場に宇えられた、
ハナショウブの原種「ノハ
ナショウブ」約1万株が見
ごろを迎える

5/下～7/上
なばなの里
アジサイ・花ショウブ祭り

桑名市 なばなの里 0594-41-0787

5/25～6/9 花しょうぶまつり 豊橋市 加茂花菖蒲園 0532-51-2430

5/25～6/16 赤塚山花しょうぶまつり 豊川市 市田町赤塚山公園 0533-89-8891

5/25～6/16 カモミールフェスタ 伊賀市 メナード青山リゾート 0595-54-1326
「大地のリンゴ」という学名
を持つハーブ

5/25～6/20 知立公園花しょうぶまつり 知立市 知立公園(知立神社外苑） 0566-83-1111

5/27～6/30 鳥川ホタルまつり 岡崎市 鳥川町全域・岡崎市ホタル学校 0564-82-3027

6月1日以降 

6/1 高座結御子祭（井戸覗き） 熱田区 高蔵結御子神社 052-671-0400
熱田神宮の摂社。
子育ての神として名高い

6/1 星空カフェ「天空」 豊根村 茶臼山高原第2駐車場 0536-87-2525

コーヒーを飲みながら空を
見上げるもよし、天の川を
撮影するもよし、愛知のて
っぺんで

6/1 三河湖ウォークラリー 豊田市 三河湖周辺　約9㎞ 0595-90-2530

参加料2700円/1人4人
以上で申込み。出発地は
民宿やまびこ。到着地は
香恋の館

 6/1～2 有松絞り祭り 緑　区 有松の町並み、旧東海道一帯 052-621-0111
伝統工芸士の実演や絞り
即売会など

 6/1～2 桶狭間古戦場まつり 豊明市 桶狭間古戦場伝説地他 0562-92-8332

【1日目】戦人塚供養祭、
義元公墓前祭、歴史ガイド
など
【2日目】武者行列、火縄
銃発砲、太鼓実演など

 6/1～2 堀川祭 熱田区 宮の渡し公園 052-682-5008
1・2日　巻き藁船引き回し、
2日　大山引き回し、フィナ
ーレに新元号祝賀花火

 6/1～2 斎王まつり 明和町
さいくう平安の社、
斎宮歴史博物館周辺

0596-52-0054
天皇の名代として伊勢神
宮に祈りをささげた皇女、
斎王を偲ぶ

6/１、8 金生山姫ボタル観察会 大垣市 金生山明星輪寺 0584-71-0124 22：00～翌1：30

6/1～15 九華公園花菖蒲祭り 桑名市 九華公園・桑名城址 0594-21-5416

6/1～16 稲沢あじさい花祭り 稲沢市 大塚性海寺 0587-32-1111

6/1～16 四季の森バラ・アジサイ祭り 小牧市 総合公園市民四季の森 0568-76-1191

6/1～23 榊原温泉「蛍灯」 津　市 榊原温泉　地内の川、射山神社 059-252-0017

温泉郷を流れる湯野瀬川
沿いにホタルが舞い、幻
想的な風景を見ることが
出来る。

6/1～30 形原温泉あじさい祭り 蒲郡市 形原温泉あじさいの里 0533-57-0660
ライトアップもあり！夜に
はホタルが見られるかも

中部本部管内イベント案内（２０１９年６月版）

場所
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6/1～30 三ヶ根山あじさいまつり 西尾市 三ヶ根山スカイライン 0563-57-7840 通行料420円（軽・普通）

6/1～30 本光寺紫陽花祭り 幸田町 本光寺 0569-62-1111
参道や境内を埋め尽くし
た紫陽花 約10,000本

6/1～30
かざはやの里
～かっぱのふるさと～
[あじさいまつり」

津　市 戸木町かっぱのふるさと 059-255-5755

藤堂多可虎ゆかりの風早
池に隣接する花の名所。
56種7万5千本のアジサイ
が彩る。

6/1～10/15 木曽川鵜飼 犬山市 木曽川うかい乗船場 0568-61-2727 　昼の鵜飼も

6/2 なごや水フェスタ 千種区 鍋屋上野浄水場 052-972-3608
水道週間にちなんで浄水
場の一般公開
（年に一度の機会）

6/2 徳川園山車揃え 東　区 徳川園、徳川美術館前広場 052-935-8988
筒井町と出来町、５輛の
山車の競演11:00～12:00

6/2 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

6/2  ミラフィオーリ2019 長久手市 愛知地球博公園 052-871-6464
ヨーロッパ車オーナーの
ミーティング

6/5 熱田神宮　例祭 熱田区 熱田神宮 052-671-4151
巻藁船、打上花火（花火
は白鳥公園からよく見え
ます）

6/7～9 夏まちまつり 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

6/8 たんころりんキャンドルナイト 豊田市 足助一帯 0565-62-1272
 8月に先駆け開催
（6月はこの日限り）

6/8 きいながしま港市 紀北町 長島港魚市場周辺 090-5453-2182
一般の人が購入できる
市が開催される

6/8 丸山千枚田の虫送り 熊野市 丸山千枚田 0597-97-1113
世界遺産登録後、農耕
行事として復活

6/8～9
Gulf名古屋ノスタルジックカー
フェスティバル

港　区 ポートメッセなごや１号館 050-3321-5401
入場料当日券のみ、
小学生以下無料

6/8～9 尾張西枇杷島祭り 清須市 西枇杷島町南松原周辺 052-400-2911
山車５台。名古屋近郊で
一番早い打ち上げ花火も。
駐車場なし公共交通機関で

6/8～9 萬葉公園  花しょうぶ祭り 一宮市 萬葉公園　高松分園 0586-28-9131
38種1,700株以上の花ショ
ウブ

　6/1～2、
　8～9

日本大正村バラ祭り 恵那市 明智町大正村 0573-54-3944 日程未定（予測）

6/8～15 尾西あじさいまつり 一宮市 御裳神社 0586-62-9111
70種以上8,000本のアジ
サイ

6/8～16 荒子川公園ラベンダーフェア 港　区 荒子川公園 052-384-8787
ラベンダーの香りは精神を
安定させストレスの解消に
効果あり

上～中旬 ホタルまつり 西尾市 ホタルの里 090-7616-8186 日程等未発表

6/9 曽根城公園花しょうぶ祭り 大垣市 曽根城公園 0584-47-8409

3,800㎡のショウブ池には
約27000株の花ショウブが
植えられ、当日はハイキン
グも

6/9 お田植え祭 鈴鹿市 椿大社 059-371-1515

6/9 亀山公園の花菖蒲まつり 亀山市 亀山公園しょうぶ園 0595-82-7111 見ごろは６月下旬まで

6/上～6/下 あじさい見ごろ・茶屋ヶ坂 千種区 茶屋ヶ坂公園 052-781-5211

6/9～7/7 谷汲ゆり園 揖斐川町 谷汲ゆり園 0585-56-3988

6/上～6/下 岐阜百年公園の菖蒲 関　市 岐阜百年公園 0575-28-2166

6/15～7/15 ラベンダーフェスタ 伊賀市 メナード青山リゾート 0595-54-1326 収穫祭7/13～15

6/17 龍宮社例祭「郷中施」 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020

寛政年間の津波被害時に
村中が隣人同士助け合っ
た故事に習い行われる
行事 10：00～11：00

6/8,15,16,22,29,
7/6,13,14

マイタウンおいでん 豊田市
市内各所(鞍ヶ池公園、
保見運動公園、始め全15会場）

0565-34-6642
思い思いの衣装と振付で
市民一人ひとりが主役

6/18 お田植え祭 熱田区 熱田神宮 052-671-4151

10:00～緋袴、誹襷、芙蓉
の華を模した簪姿の早乙
女4人が古式ゆかしく田舞
が奏せられる
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5/11～10/15 小瀬鵜飼 関　市 小瀬鵜飼乗船場 0575-22-2506
一千有余年の歴史を持つ
伝統漁法

6/22 リニモ新緑ウォーキング 長久手市 スタート・八草駅 052-954-6127
万博の想いで求めてモリ
コロパークへ。受付8:30～
11:00（八草駅にて）

6/22 夏至祭 伊勢市 二見興玉神社 0596-43-2020
夏至を基準に５月上旬
から７月下旬まで夫婦岩
の間から朝日が昇る

6/22 赤崎祭 鳥羽市 赤崎神社 0599-25-1157
厄除け祈願に神社の杉野
小枝を門口に吊り下げる習
わし

6/23 お田植え祭 緑　区 氷上姉子神社 052-621-5935

6/23 お田植え祭 稲沢市 尾張大国霊神社 0581-23-2121

6/23 お田植え祭 志摩市 伊雑宮 0599-46-0570

6/30 夏越の大祓式(茅の輪くぐり） 鈴鹿市 椿大神社 059-371-1515

6/30 夏越の大祓式 桑名市 多度大社 0594-48-2037

6/29～30 クリエーターズマーケット 港　区 ポートメッセなごや２,３号館 052-253-6601
アートやファッション、イラ
スト、クラフト、雑貨が並ぶ

6/29～30
関市板取あじさい村
フェスティバル

関　市 板取２１世紀の森公園 0581-57-2111
公園に３万本のアジサイと
グルメ体験コーナー。２４㎞
のアジサイロードに７万本

6/30 海開き（海開き式） 南知多町 篠島サンサンビーチ 0569-67-3700
東海の松島と呼ばれる篠
島の海開き 10：00～

6/30 清水のチョウチンまつり 設楽町 清水・津島神社(西納庫字松下） 0536-62-1000

氏子が奉納したほうずき
チョウチンへ灯を入れて
献灯した山車が曳かれ
神社へ奉納された後に
［チョウチン取り」が始まる
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