
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

5/11～10/15 ぎふ長良川鵜飼 岐阜市 長良橋付近 058-262-0104
1300年以上の歴史と伝統
を誇り、松尾芭蕉をはじめ、
著名人に愛された鵜飼

5/25～9/23 イルカに会える島日間賀島 南知多町 日間賀島西浜 0569-68-3055
イルカと触れ合える人気の
イベント。運が良ければ目
の前で拍手やジャンプ

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

6/8,15,16,22,
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、
保見運動公園ほか 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

6/9～7/7 谷汲ゆり園 揖斐川町 谷汲ゆり園 0585-56-3988
３ヘクタールの檜林に40種
30万球のユリが植えられて
いる。祭りは6/16、30

6/14～9/23 納涼ビール電車2019 豊橋市 豊橋駅前～運動公園前～駅前 0532-53-2135
往復１時間２０分、運休あり
事前に予約を

6/15～7/15
メナード青山
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

【7/1以降 】

7/1～8/16 飛騨の高山ライトアップ 高山市 中橋付近 0577-32-3333

7/1～8/31 養老公園納涼滝まつり 養老町 養老公園一帯 0584-32-1108
7/1の「滝開き」式では大
護摩供養や手筒花火、雅
楽が奉納される

7/5 重源上人御忌法要 伊賀市 新大仏寺 0595-48-0211
当山の開祖　鎌倉時代の
東大寺復興の高僧　奈良
東大寺でも同日法要が

7/6 祖父江の虫送り 稲沢市 祖父江牧川小学校一帯 0587-32-1443
等身大の藁人形を担ぎ
夜道を松明の灯りで歩く

7/6 漁業まつり 桑名市 赤須賀港 0594-22-0515

7/7 設楽原決戦場祭り 新城市 設楽原周辺 0536-22-0673
日本で初めて鉄砲が使わ
れた長篠・設楽原の戦い。
火縄銃の演武や武者行列

7/7 古式日本刀鍛錬一般公開 関 市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

7/7 おんべまつり 大紀町 大滝峡水戸神神社 0598-86-2243 鮎占い神事（10時～正午）

7/7 伊勢志摩里海トライアスロン 志摩市 大矢浜海水浴場（浜島） 0599-44-4450

7/7 柴燈大護摩 伊勢市 世義寺（岡本2丁目） 0596-28-5372
日本三大護摩の一つ「ご
まさん」と親しまれる法要

7/7 津七夕まつり 津　市 磐田川観音橋周辺 059-227-3806
自慢の笹飾りを手にした
子供たちが願いを込めて
川に流す（16時～21時）

7/9 冨具神社　ふくてらす 美浜町 野間冨具崎 0569-87-0682
作法・干支・暦など知って
いるようで、知らないかも
知れない神社の話

7/9～9/29 白鳥踊り 郡上市 白鳥町各商店街 0575-82-5900
400年以上伝わる伝統的
な盆踊り、キリコ灯籠の下
で踊る独特の形態

7/11 やぶねり 津　市 八雲神社 059-232-1502
スサノオの尊の祭礼荒っ
ぽい祭り

7/12～14 西尾祇園祭 西尾市 歴史公園他市街地一帯 0563-65-2169

7/13 日間賀の祇園祭・ほうろく流し 南知多市 日間賀島西浜 0569-68-2388
歴史ある海の供養祭。素
焼きの大皿を海に流す。
花火（19：00～21：00）

7/13 柏野天王祭り 大紀町 柏野本町通り（旧道） 0598-86-2243
100年続くおまつり疫病退
治と豊作祈願

7/13 伊勢神宮奉納全国花火大会 伊勢市 宮川河畔（度会橋上流） 0596-21-5542

7/13 しろんご祭り 鳥羽市 菅島町白髭神社 0599-34-2231
ホラ貝の合図で雌雄一対
のアワビを競い合う、海女
の祭り（8時30～正午）

7/13～14 大足区祭礼(大足蛇車まつり） 武豊町 豊石神社境内 0569-72-1111
仕掛け花火の一つに龍の
娘と人間との悲恋伝説
「蛇の口花火」が迫力

7/13～14 蓮見の会(森川花ハス田） 愛西市 森川町地内花ハス田 0567-55-9993
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7/13～14 篠島祇園祭・野島まつり 南知多市 篠島町 0569-67-3700
花火大会は前日、当日は
船団パレード

7/13～14 松阪祇園祭 松阪市 八雲神社、松阪神社等 0598-23-7771
３つの神社から神輿が繰り
出し勇壮に練り歩く「三社
神輿」が見もの

7/13～9/7 郡上踊り 郡上市 八幡町内 0575-67-0002
日本３大盆踊り。徹夜踊は
8/13～16

7/14 相差天王クジラ祭り 鳥羽市 相差町一帯 0599-21-6660 夜には花火も

7/14 二見大祭しめなわ曳 伊勢市 二見興玉神社 0596-43-2263
大注連縄の奉納行事。打
ち上げ花火も

7/15～16 那古野の天王寺祭り 名古屋市 那古野神社 052-231-4030

7/15～8/31 小渡夢かけ風鈴 豊田市 小渡町一帯（風鈴寺） 0565-68-3653

7/15 名古屋港まつり花火大会 港　区 ガーデン埠頭一帯 052-654-7894
筏師一本乗り大会11:30～
マーチングバンド・和太鼓・
神楽・ジャズ等

7/15 豊橋みなとフェスティバル 豊橋市
ポートインフォーメーション
センター一帯

0532-53-7211

7/16 長良川祭り 岐阜市 神明神社、長良川河畔 058-266-5588
水難防止と鮎供養を兼ね
て行われる祭り

7/19～21 豊橋祇園祭 豊橋市 吉田神社・豊川河畔 0532-53-5528
19日は手筒花火、20日は
打上げ花火

7/20 野間花火大会 美浜町 野間海岸 0569-87-0004
小雨決行、荒天中止寺は
順延

7/20 おがせ池夏祭り 各務原市 おがせ池 058-383-9925
龍神が眠る神秘な池で夏
の夜を彩る打上げ/19:45～
荒天時は翌日に順延

7/20 大淀祇園祭と花火大会 明和町 大淀地区一帯 0596-55-0055
山車が地区内を練り歩き、
神社へ祈願の海上渡御

7/20～21 鶴舞公園納涼まつり 昭和区 鶴舞公園 052-733-8340
花の名所として親しまれて
いる鶴舞公園での納涼ま
つり、夜店コーナーも登場

7/20～21 洲崎のちょうちん祭り 中　区 洲崎神社 052-201-3834

「広井天王」や「牛頭天王」
の名で知られる洲崎神社
1000個に及ぶ提灯が飾ら
れる

7/20～21 豊浜鯛まつり 南知多町 豊浜一帯 0569-65-0004
おなじみ、大きな鯛が街を
練り歩く。中洲区は２１日

7/20～21 関宿祇園祭 亀山市 関町旧街道街並み 0595-97-8877 関の山の語源

7/24 愛宕火祭り 松阪市 愛宕山龍泉寺 0598-21-2931 参詣者が火の上を歩く

7/24～26 中村公園まつり 中村区 中村公園 052-413-5525
盆踊り24～26日、花火鑑
賞会26日

7/25～28 織物感謝祭一宮七夕まつり 一宮市 本町商店街中心 0586-28-9131
織物と縁の深い牽牛と織
姫にちなんだ織姫感謝祭

7/25～8/25 福地温泉夏祭り 高山市 福地温泉昔話の里お祭り広場 0578-89-2614

7/26 鳥羽みなとまつり 鳥羽市 鳥羽マリンターミナル周辺 0599-25-1373 花火打上げは20時～

7/27 吉良花火大会 西尾市 宮崎漁港周辺 0563-57-7840

スターマインがフィナーレ
を飾る、打ち上げ前には
神輿や山車が勇壮に練
り歩く

7/27 夜叉が池伝説道中まつり 揖斐川町 道の駅「夜叉が池の里」 0585-53-2111
雨乞いの神様である龍神
が住む池の伝説

7/27 大垣花火大会 大垣市 揖斐川河畔 0584-81-3330
19：30～20：30小雨決行
荒天・増水時は翌日

7/27 全国選抜長良川中日花火大会 岐阜市 長良川河畔 052-221-0671 荒天時は8月17日に延期

7/27 細久手提灯祭り 瑞浪市 日吉町細久手地区 0572-68-2111
提灯を飾った山車が旧宿
場内を練り歩く

7/27 桑名水郷花火大会 桑名市 揖斐川河畔（鍋谷堤） 0594-21-5416 少雨決行荒天の場合順延

7/27 津 花火大会「夏・華・美2019」 津 市 阿漕浦海岸一帯 059-229-3234
100発連続の海上花火、
観客席間近の打上げ等見
どころ満載。 荒天時順延

7/27 きほく燈籠祭 紀北町 長島港 080-8705-2612 海の「ねぶた」とも称される

7/27 名張川納涼花火大会 名張市 名張川新町河畔 0595-63-9148 5000発の花火
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7/27～28 中川金魚祭 中川区 尾頭橋公園一帯
info@kingyo-
maturi.com

中川区の一大イベント
”夏は祭りだ、未来は私
たちの手に”がテーマ

7/26～28 国府の夏まつり 豊川市 国府町大社神社 0533-89-2206
28日は愛知県本部フォト
ハイキング(夏の部）

7/27～28 尾張津島天王祭り 津島市 天王川公園 0567-28-8051
幻想的な宵祭り、華麗な
朝祭り（車楽船）

7/27～28 刈谷万燈祭り 刈谷市 秋葉社周辺 0566-23-4100
勇壮な武者人形が宵闇
に浮かぶ

7/27～28 蒲郡祭り 蒲郡市 竹島埠頭等 0533-66-1120

太平洋側では、最大級
の直径650mに広がる
３尺玉の花火は必見。
28日、水上花火も

7/27～28 神戸石取り祭り 鈴鹿市 神戸宗社 059-380-5595

7/27～28 植木神社祇園祭 伊賀市 植木神社 0595-47-0431 県指定文化財

7/28 豊田おいでんまつり花火大会 豊田市 白浜公園一帯 0565-34-6642
前日夜には、豊田市駅東
で総踊りも

7/28 土岐市織部祭 土岐市 土岐川河川敷　浅野河原 0572-54-1131

7/31 飛騨高山花火大会 高山市 宮川緑地公園 0577-32-0539
清流宮川を彩る特大スタ
ーマインや乱玉
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