
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

通年
FLIGHT OF　ＤＲＥＡＭＳ
「ボーイング787」夜間ライト
アップ

常滑市 中部国際空港セントレア 0569-38-1195

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

5/11～10/15 長良川鵜飼 岐阜市 長良橋付近 058-262-0104 花火大会日は乗合船なし

8/31 愛知県本部展応募締切 090-1090-4508 問い合わせ：宮田委員長

6/15～11/3 とよね里山スタンプラリー 豊根村 村内行楽施設24か所 0536-87-2525
『ポンタのスタンプ』が設置
され、5か所を巡って応募、
抽選で景品をプレゼント

7/13～9/7
国重要無形民俗文化財
郡上おどり（踊納め 9/7）

郡上市 八幡町市街地 0575-67-0002
日時により開催会場が異
なる

7/20～9/8 愛知やきものヒストリー みよし市 三好町陣取り山 0561-34-5000
「やきもののデザイン」や
「やきもののスタンプラリ
ー」でやきものに親しむ

7/13～9/23 白鳥踊り 郡上市 白鳥町各商店街 0575-82-5900 日時で開催会場が異なる

7/13～9/29
学べる！遊べる！
ト博　夏フェス！2019

長久手市 トヨタ博物館 0561-63-5151
9：30～17：00
（入館は16：30）
9/1までは小学生無料

8/1～10/14 あいちトリエンナーレ2019 名古屋市
愛知芸術文化センター、市美術
館、市内のまちなか(四間道・円
頓寺）、豊田市内

052-971-6111
052-307-6650

5/11～10/15 小瀬鵜飼 関市 小瀬付近 0575-22-2506 漁としての鵜飼

【９/1以降 】

9/1
豊田沖縄ふれあいエイサー
まつり

豊田市 豊田スタジアム東イベント広場 090-1747-9666

9/1 加子母歌舞伎 中津川市 明治座 0573-79-2111

9/1 古式日本刀鍛錬 一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

9/1 荒木神社鉦打・獅子舞 高山市 国府町荒木神社 0577-72-3111
重要無形文化財に指定さ
れている

9/1～3 おわら風の盆 富山市 八尾町 076-454-5138

9/1、7、8
14～16

21～23、28
ナイトＺＯＯ　　(最終9/29） 豊橋市 豊橋市総合動植物公園 0532-41-2185 開園18：00～21：00

9/5 数河獅子 飛騨市 白山神社 0577-75-2878
重要無形文化財に指定さ
れている獅子舞

9/5 夫婦岩しめ縄張替 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020

9/7 芝馬祭り 一宮市 白山社 0586-28-9131 　13：00～

9/7 諏訪湖新作花火大会 諏訪市 諏訪湖上 0266-52-2111

9/7 きいながしま港市 紀北町 長島漁港 090-5453-2182

9/7～8 下水道科学館まつり 北　区 名古屋市下水道科学館 052-911-2301 　9：30～16：30

9/7～8 寒水掛け踊 郡上市 寒水　白山神社 0575-87-2844

9/7(予定） 美浜竹灯り 美浜町 野間　冨具神社 0569-83-6660

9/8 トライアスロン伊良湖大会 田原市 伊良湖岬周辺 0531-23-3531 8時開始。前夜祭の花火も

9/4～8 飛騨の家具フェスティバル 高山市 飛騨・世界生活文化センター 0577-32-2100
新作が一堂に会する家具
の祭典

9/9 金神社骨董市 岐阜市 金神社境内 058-262-1316
骨董商が各地から集まり
様々な骨董が境内に並ぶ

9/9～10 浅原神社(奉納大煙花）
新潟県

小地谷市
浅原神社 0258-84-3900

世界最大級の四尺玉や
奉納者の思いがこもった
花火の打ち上げ

9/10 源氏太鼓 小矢部市 下後亟神明社 0766-30-2266
倶利伽羅峠戦勝祝
15：30～17：30

9/13～14 月を掬う　徳川園　観月会 東　区 徳川園 052-935-8988
9：30～20：30
（入園は20：00まで）

9/13～16 秋露祭観月茶会 熱田区 白鳥庭園 052-681-8928

中部本部管内イベント案内（２０１９年９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。

送付先　〒460-8488　名古屋市中区栄1-3-3
　　　　朝日新聞名古屋本社内
　　　　全日写連「愛知県本部展」係
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9/14 波切神社わらじ祭り 志摩市 大王町波切神社・魚市場 0599-46-0570

開始 9：00頃
わらじ流し15：30
わらじ造り/6日
わらじ曳き/8日 10：00

9/14～15 大狭間湿地特別公開 豊明市 勅使墓園南地蔵池付近 0562-92-8317 9:00～11:30雨天中止

9/14～15 ナガバノイシモチソウ一般公開 豊明市 沓掛町小廻間地内 0562-92-8317
食虫植物　9:00～11:30
 雨天中止

9/14～15 第24回炎の祭典（手筒花火） 豊橋市 豊橋公園内 0532-53-7211 有料観覧席あり

9/14～15 せともの祭り 瀬戸市 瀬戸駅周辺 0561-85-2730 14日夜は打ち上げ花火も

9/14～15 田原祭り 田原市 田原町周辺 0531-23-3516
花火は15日
手筒・大筒・打上・仕掛

9/14～16
全日本餃子まつり
in モリコロパーク

長久手市 愛・地球博公園 052-728-0475
GWのフードフェス「全日本
うまいもの祭り」
スピンアウト特別催事

9/14～15 荘川神社例祭 高山市 荘川神社 05769-2-2272 舞楽・獅子舞など奉納

9/14～15 岸和田だんじり祭り 岸和田市 岸和田・春木地区 072-423-9486
地車の速度を落とさず角を
曲がる「槍回しや」屋根上で
舞う大工方などが勇壮

9/14～15 城端むぎや祭り 南砺市 城端伝統芸能会館ほか 0763-62-1821
源平合戦に敗れ落ち延び
た兵士が五箇山に棲み都
を偲んだ唄と踊り

9/14～11/4 茶臼山高原紅葉まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2325
茶臼山高原では毎年10月
下旬になると紅葉が始まる

9/15 木曽川町一豊まつり 一宮市 木曽川町黒田小学校 0586-87-3618 10：00～16：00

9/15 金蔵獅子 高山市 国府町賀茂神社、諏訪神社 0577-72-3111
重要無形文化財に指定さ
れている舞

9/15～16 安乗人形芝居 志摩市 安乗神社 0599-44-0339 18:30～

9/15～17
22～24

デンパーク「中秋の灯り祭」 安城市 安城産業文化公園デンパーク 0566-92-7111

9/15～23 椛の湖そばの花祭り 中津川市 椛の湖自然公園 0573-75-4444

9/16、23
でんきの科学館　実験名人
によるサイエンスショー

中　区 でんきの科学館 052-201-1026
◆11：30～12：00
◆14：00～14：30
◆15：30～16：00　無料

9/20～22 伊賀焼陶器まつり 伊賀市
あやまふれあい公園
すぱーく阿山

0595-44-1701

9/21 こまき信長夢夜会 小牧市 小牧山史跡公園（歴史館） 0568-76-1172 屋外の薪能が同時開催

9/21 名月と萩の夕べ 関　市 市役所市民広場 0575-23-7014

9/21～22 織部ヒルズオータムフェア 土岐市 織部ヒルズ 0572-55-1322
伝統的な織部・志野はもち
ろんバラエティ豊かな品ぞ
ろえが魅力

9/21～29 招き猫祭り 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

9/22 新城軽トラ市のんほいルロット 新城市 新城中央通商店街 0536-22-1778
商店街両交差点間が歩行
天となり、軽トラ市が地場産
の新鮮野菜等を対面販売

9/21～22 猩々メッタ 東海市 名和町船津神社 0562-32-5149

9/21～22 尾張横須賀祭り 東海市 横須賀町内（愛宕神社） 0562-33-0933
交差点で山車を回転させる
「どんてん」は迫力満点

9/21～22 ENAみのじのみのり祭 恵那市 恵那駅前一帯 0573-26-1211

9/22 秋葉まつり 知立市 知立神社境内 0566-81-0055 夜は手筒も

9/22～24 伊勢神宮　秋の神楽祭 伊勢市 内宮神苑 0596-24-1111

9/23 帆船海王丸総帆展帆 射水市 海王丸パーク 0766-82-5181

9/23 海老江の曳山祭り 射水市 海老江 0766-84-4649
10月に実施される新湊と
大門の三大曳山祭り

9/下～10/上 矢勝川堤の彼岸花 半田市 矢勝川堤(岩滑地区） 0569-32-3264 ゴンの秋祭りは9/20～10/4

9/下～10/下 新穂高ロープウエイの紅葉 高山市 新穂高ロープウエイ 0578-89-2252
例年9月下旬に山頂駅付
近から紅葉が始まり標高
差1000mを1か月かけ麓へ

9/26～27 御舟祭 安曇野市 穂高神社 0263-82-2003
穂高人形を飾った五艘の
「御船」が曳き入れられ大
人船２艘がぶつかり合う

＜2/3＞



開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

中部本部管内イベント案内（２０１９年９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。

9/27 美濃歌舞伎　長月公演 瑞浪市 日吉相生座 0572-68-0505

9/28 東別院手づくり朝市 中　区 東別院 052-331-9578

9/28 諏訪南宮神社祭典 東栄町 諏訪南宮神社 0536-76-0502 19～22時　　駐車場なし

9/28 きつね火祭り 飛騨市 飛騨市古川町地内 0577-73-2111

松明の灯りの中、嫁入り行
列が街を歩く、花嫁と花婿
は公募により本当に結婚
するカップルから選ばれる

9/28 来迎寺炎の祭典 松阪市 来迎寺 0598-21-2131 光の文字　18：00～

9/28～29 メ～テレ　ウルフィ祭り2019 中　区 久屋大通公園一帯 052-331-8111
番組公開生放送やコンサ
ート

9/28～29 来る福招き猫祭り 瀬戸市 瀬戸蔵、文化センターほか 0561-85-2730
招き猫メイクはじめ各種イ
ベント

9/28～29 ナマステ☆インディア 刈谷市 刈谷市総合文化センター 0566-62-1209 日印交流の重要な催事

9/28～29 ひだの味まつり 高山市 本町一・二丁目商店街 0577-35-0370
飛騨の名物があじわえる、
歩行者天国

9/29 だいこんマラソン 飛騨市 神岡町天空の牧場 0587-82-2255

9/29 恵那文楽奉納 中津川市 恵那神社 0573-65-3557 10時～

9/29 山県市ふるさと栗まつり 山県市 四国山香りの森公園 0581-22-6830
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