
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 長良川鵜飼 岐阜市 長良橋付近 058-262-0104

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

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

9/14～11/4 デンパーク秋穫祭 安城市 安城産業文化公園 0566-92-7111

9/14～11/4 茶臼山高原の紅葉まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345

9/20～10/4  ゴンの秋祭り 半田市 新見南吉記念館周辺 0569-32-3264 矢勝川を彩る曼珠沙華

9/21～10/14 とよた三河高原アドベンチャー 豊田市 三河湖 0565-90-2530
熱気球渓流体験、ＳＵＰ、
エアカヌーなどのアクティビ
ティ体験

9/中～10/中 鷹の渡り 田原市 伊良湖町恋路浦、恋路ヶ浜 0531-23-3516
鷹の一種サシバやハチクマ
の姿を見ることが出来ます

9/下～10/上 ひるがのピクニックガーデン 郡上市 ひるがのピクニックガーデン 0575-73-2311
ピンクに染まる、コキアの
丘の紅葉

9/下～10/上 新穂高ロープウェイの紅葉 高山市 新穂高ロープウェイ 0578-89-2252
標高差1000ｍを１カ月かけ
て徐々に麓に向かう紅葉

【１０/1以降 】

10/1 神御衣奉職鎮謝祭 松阪市
上機殿（井口中町）、
下機殿（大垣内町）

0596-24-1111

上機殿では荒紗（麻布）を、
下機殿では和紗（絹布）を
地元の人の手で織り、皇大
神宮と別宮荒祭宮に奉る

10/1～31 清洲城信長まつり 清須市 清洲城一帯 052-400-2911

10/2～6 激辛グルメ祭2019 in 栄ミナミ 中　区 矢場公園特設会場 052-331-9966
「激辛だけど超うまい！」を
コンセプトに

10/4～30 ＭＩＭのハローウィン 半田市 ミッカンミュージアム 0569-24-5111
館内のディスプレイをハロ
ウィーン仕様に大変身
※要事前予約

10/5 上野城　薪能 伊賀市 上野城 0595-21-3148
上野城をバックに「能」や
「狂言」が行われる

10/5 満願の火祭 鈴鹿市 江西寺 059-374-2796 だるま供養

10/5～6
青少年のための科学の祭典
2019名古屋大会

中　区
名古屋市科学館、
でんきの科学館

052-201-4486

10/5～6 戸田まつり 中川区 戸田の辻始め各神社 052-581-5788
提燈祭りと山車祭の2種類
の祭りがあり壱、三、五之
割が山車を毎年曳行する

10/5～6 尾張津島秋祭り 津島市 津島駅前、津島神社 0567-28-8051

向島、今市場、七切、神
守の4地区から、１６台の
趣向を凝らした山車が繰
り出され市内を巡行する

10/5～6 朝倉の梯子獅子 知多市 牟山神社 0562-51-5637

31段の梯子と約９ｍの高
さの櫓の上で、牡獅子の
面をかぶった２人１組の
獅子がお囃子に合わせて
舞を披露する

10/5～6 高浜おまんとまつり 高浜市 春日神社境内 0566-52-2288 人馬一体の雄姿

10/5～6 常滑焼祭り 常滑市
ボートレース常滑会場、セラモ
ール会場、やきもの散歩道、
イオンモール

0569-34-3200
常滑焼の窯屋、作家、問
屋等が一堂に会した大即
売会

10/5～6 大田まつり 東海市 大宮神社・大田町一帯 0562-32-5149

4台の山車が回転の優美
さを競う「どんでん」や４台
の山車が一斉に開店する
「四脇どんでん」は圧巻

10/5～6 羽田祭 豊橋市 羽田八幡宮、松葉公園 0532-31-7968 手筒花火の競演

10/5～6 だちどんぶりまつり 土岐市 駄知町内 0572-59-4188

10/5～6 ぎふ信長まつり 岐阜市 岐阜市中心市街地 058-265-3980

10/5～11/17 東山動植物園秋祭り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

10/6 僧兵まつり 菰野町 ロープウエイ駐車場 059-392-2115
燃え盛る松明を立てて温泉
街を練り歩く、渋滞がひどく
公共交通機関が望ましい

10/6 花の窟お綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-2229

10/6 有松天満社秋季大祭 緑　区 有松天満社 052-621-3000

10/6 上高根圭吾まつり 豊明市 住吉社 0562-92-8317
大迫力の火縄銃発砲と伝
統の棒の手演技

10/6 大縣神社「稚児社参」 犬山市 大縣神社 0568-67-1017

10/6 表佐太鼓踊 垂井町 表佐保育園　園庭 0584-22-1151 15：00～
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10/8 横山石神さんの秋祭り 志摩市 横山石上神社 0599-46-0570
一生に一度の願いを叶えて
くれる石神さんとして、願掛
け・供養などが行われる

10/9 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

10/9～10 秋の高山祭 高山市 桜山八幡宮 0577-32-3333

10/10 陶の灯り日祭り 常滑市
常滑市商店街、駅前、
ライブミュージアム

0569-34-3200

１０/10～12 椿大社例大祭 鈴鹿市 椿大神社 059-371-1515
10日16時～宵祭り、11日
11時～秋季大祭、12日
10時～別宮大祭

10/12 おんべ鯛奉納祭 南知多町 篠島 0569-67-2005
漁港から伊勢を目指す船
団、漁港の賑わいが見ど
ころ

10/12 芭蕉祭 伊賀市 上野公園 0595-21-2219
松尾芭蕉の文学的功績を
讃え、遺徳を偲び開催され
るお祭り

10/12 東光山神宮寺ぼけ封じ祈祷 松阪市 嬉野　東光山神宮寺 0598-43-2228 11:00～13:00

10/12
名古屋港環境保全チャリティ
イベント「名港水上芸術花火」

港　区 名古屋港ガーデン埠頭 0180-99-5555
一般販売10月1日からS席
5,500円、A席4,500円
秒単位の芸術花火

10/12 浜島大祭 志摩市 浜島町内宇気比神社 0599-46-0570

10/12～20 稲沢サンドフェスタ 稲沢市 サリオパーク祖父江 0587-32-1372 メインイベント10/12、13

10/12～11/17 名古屋城まつり 中　区 名古屋城 052-231-1700 10/19～20無料開放日

10/12～13 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704 刃物まつり（本町）

10/12～13 伊勢まつり 伊勢市
県道　鳥羽松坂線
（宮町～伊勢市駅周辺）

0596-21-5549

10/12～13 津まつり 津市 お城西公園、フェニックス通ほか 059-229-3234

10/12～13 長者町ゑびす祭り 中　区 長者町通り一円 052-231-6047
長者町通り一帯が巨大な
フリーマーケットになり、様
々な催が行われる

10/12～13 足助秋祭り 豊田市　 足助町 0565-62-1272
足助八幡宮の例祭で神輿
と4台の山車、火縄銃と棒
の手

10/12～13 猿投まつり 豊田市 猿投神社 0565-85-7777
室町時代から受け継がれ
てきた農民武芸

10/12～13 尾張旭市民祭 尾張旭市
城山公園、渋川神社、
多度神社、一乃御前神社

0561-52-6500
棒の手の各流派の撮影が
１日でできる

10/12～13 あかりの街並み～美濃 美濃市 うだつの上がる街並み 0575-35-3660
うだつの上がる街並みと美
濃和紙が融合したあかりア
ート展

10/12～13 村国座子供歌舞伎 各務原市 村国座 058-383-1475

10/12～14 ペット博 in なごや 港　区 金城埠頭(ポートメッセなごや 052-951-0450

10/12～14
農業文化園・戸田川緑地
秋まつり

港　区 農業文化園、戸田川緑地 052-302-5321

10/13 駆馬（おまんと）まつり 東浦町
入海神社（緒川地区）
藤江神社（藤江地区）

0562-83-6118
10時～12時、13時～15時、
公共交通機関で

10/13 窯垣の小径まつり 瀬戸市 瀬戸市洞町地区一帯 0561-85-2730
モノづくりの伝統を今に伝
える洞町で、弘法・ギャラ
リーを開放

10/13 韋駄天まつりーcocotera－ 岐阜市 石原三丁目「醍醐寺」 0575-29-7077 戒名のない音楽会

10/13 大脇の梯子獅子 豊明市 大脇神明社 0562-97-4535
約400年前から続く伝統芸
能13時～20時　公共交通
機関で

10/13 坂下花馬祭り 中津川市 坂下駅～坂下神社 0573-66-1111 12:00～15:30

10/13 妻木八幡流鏑馬まつり 土岐市 妻木八幡神社 0572-57-6441 11:00～16:00

10/13～14 たじみ茶碗まつり 多治見市 美濃焼　卸センター 8:30～17:30

10/14～19 白川郷どぶろくまつり 岐阜白川村
白川八幡宮（14～15日）、
鳩ヶ谷八幡宮（16～17日）

05769-6-1013 飯島八幡神社（18～19日）

11/18～20 春日井まつり 春日井市 市役所庁舎および周辺 0568-85-6617
「参加」「創造」「伝統」「進
化」を基本的なコンセプトの
市民参加の祭り

10/18～20 上野天神祭 伊賀市 三筋町はじめ 0595-21-0527
神輿と絢爛豪華なだんじり
に加え異色の鬼行列が市
内中心部を巡行

10/19 鬼みちまつり 高浜市 鬼みち沿道 0566-52-2288
かわらの歴史や様々な表
情を発見できる
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10/19～20 名古屋まつり 名古屋市 名古屋駅前、市役所、栄 052-972-7611
名古屋城無料開放19～20
東山動植物園無料開放20

10/19～20 大須大道町人祭り 中　区 大須商店街一帯 052-261-2287
毎年人気の「おいらん道中」
「金粉ショウ」など大道芸人
が集う

10/19～20 ええじゃないか　豊橋まつり 豊橋市
豊橋公園周辺、駅前大通り、
広小路通りほか

0532-51-2430
「新時代の幕開け！われら
が主役いざ舞られん！」

11/19～20 挙母祭り 豊田市 挙母神社ほか 0565-85-7777 夜は、河川敷にて花火も

10/19～20 関ヶ原合戦まつり 関ヶ原町 笹尾山会場、陣場野会場 0584-43-1600
関ヶ原合戦絵巻と鉄砲隊
演武

10/19～20 飛騨新そば祭り 飛騨市 古川町壱之町　若宮駐車場 0577-73-2111

10/20 素人チンドン祭 一宮市 萩原町商店街 0586-68-1012

10/20 田貫の棒の手 西尾市 田貫神明社 0563-57-7882

10/20 飛騨荘川ふるさと祭り 高山市 荘川の里イベント広場 05769-2-2272 10:00,11:30,13:30ほか

10/20 神岡飛騨獅子まつり 飛騨市 神岡町船津　本町防災公園 0577-74-1192

10/20 蛭川歌舞伎 中津川市 蛭子座 0573-45-2211 11:00開演

10/20 関船祭 紀北町 引本神社 0597-46-3555

10/21 亀山青空お茶まつり 亀山市 中の山パイロット特設会場 090-8549-0307

10/中～11/上 つぐ高原グリーンパークの紅葉 設楽町 つぐ高原グリーンパーク 0536-83-2344

10/中～11/上 本谷渓谷の紅葉 設楽町 本谷渓谷 0536-29-9393
紅葉に包まれる、県道33号
線、道幅せまし運転に注意

10/26 江南市民花火大会 江南市 すいとぴあ江南 0587-54-9131
19：00～20：00荒天時27日
に延期

10/26 深野棚田まつり 松阪市 深野夏明だんだん田周辺 0598-32-2511
「石の芸術」と呼ばれる棚田
と竹燈籠が作り出す棚田の
幻想的な風景

10/26～27 からくり町めぐり 犬山市 城下町一帯 0568-61-6000
犬山まつり山車の”からくり
人形”をじっくり見て回ること
が出来る

10/26～27 三河三谷祭り 蒲郡市 八剱神社、若宮神社、海岸他 0533-68-4744
数百人の男衆が４台の山車
を海に引き入れ熱気あふれ
る勇壮な「海中渡御」

10/27 39の市 西尾市 佐久島西港周辺 0563-72-9607
「アートの島」として知られ
る佐久島で開催される手
づくりマルシェ

10/27 大智院めがね弘法大祭 知多市 めがね弘法　大智院 00569-42-0909
健眼長寿の祈祷、使用済
みの眼鏡を供養の上スリ
ランカ等に送り続けている

10/27 桜井町棒の手 安城市 桜井町(桜井神社） 0566-77-4477

棒のみを使う「表」と切れ者
を使う「裏」があり奉納され
る演武は”式部流”として26
種が伝わる

10/27 駆馬（おまんと）まつり 東浦町 稲荷神社（石浜地区） 0562-83-6118
10時～12時・13時～15時
公共交通機関で

10/27
飯福田寺　伊勢山上
秋季戸閉大祭

松阪市 飯福田町(飯福田神社） 0598-35-0004
1300年続く霊場山伏姿の
先達らが岩屋本堂の扉を
閉じる。

10/27～11/23 名古屋城菊花大会 中　区 名古屋城 052-231-1700

10/下～11/上 三河の菊まつり 岡崎市 岡崎公園 0564-23-6399

10/下～11/上 宇津江四十八滝の紅葉 高山市 宇津江四十八滝公園内 0577-72-3948
水煙をあげながら落下する
滝を見ながらの紅葉狩り

10/下～11/上 飛騨美濃せせらぎ街道の紅葉 高山市
せせらぎ街道
（森林公園おおくら滝）

0577-72-3948
百滝を観ながら大蔵滝まで
川沿いをたどる遊歩道、紅
葉が間近に望められる

10/下～11/中 面の木園地の紅葉 設楽町 面の木園地 0536-83-2922

10/下～11/中
段戸裏谷原生林(きららの森）
の紅葉

設楽町 段戸裏谷原生林(きららの森） 0536-62-1000
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