
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【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

【前月から】

11/2～3/31 史上最高の冬ラグーナ 蒲郡市 ラグーナテンボス　ラグナシア 0570-09-7117

6大イルミネーションと３大
マッピング、１０種類の「光
のフォトスポット」で幻想的
な光の世界が演出される。
駅から臨時バスあり

11/16～2/14
とよはし
キラキライルミネーション

豊橋市 豊橋駅前一帯 0532-55-8108 点灯時間17:00～24：00

11/16～2/29
星ケ丘テラスウインター
イルミネーション2019

千種区 星が丘テラス 052-781-1266
椙山女学園大学との協業
テーマ「星降るまち」
点灯時間17:00～23:00

11/22～3/31
Shimmering Lanterns Nights
～ゆらめく冬のセントレア～

常滑市
中部国際空港セントレア
第１ターミナル

0569-38-1195

４階スカイタウンからスカイ
デッキにかけて、ランタンが
吊るされ幻想的な光景が
演出される

11/30～3/31 合格招き猫の展示 常滑市 名鉄常滑駅構内 0569-34-8888

肉球をザラザラに加工した
「合格招き猫」「滑らない」
縁起を担ぎ希望者には合
格祈願カード」をお渡し

11/30～2/2 ポップサーカス豊田公演 豊田市 豊田スタジアム多目的広場 0565-41-5505
当日：大人(高校生以上)
2900円、３歳～中学生
1600円

12/1～2/28 冬飛騨高山ライトアップ 高山市 中橋付近 0577-32-3333 点灯時間 16:30～21:30

12/上旬～
2/上旬

学びの森イルミネーション 各務原市 学びの森 058-383-1111

200ｍ続く銀杏の並木道
「学びのプロムナード」で
15万球のLEDがロマンチ
ックな雰囲気を醸し出す

12/中旬～
２/上旬

面ノ木原生林の樹氷 豊田市 面ノ木園地 0565-83-3200

12/22～2/29 冬の風物詩「たき火にあたるサル」 犬山市 モンキーバレイ 0568-61-2327
焚火にあたるサル11:30～
14:00  ホカホカお芋タイム
14:00～

1/1～2/28 氷点下の森ライトアップ 高山市 氷点下の森（朝日町胡桃島） 0577-56-1021 点灯時間 　日没～21:00

1/2～2/16 寒を遊ぶ徳川園の冬牡丹 東　区 徳川園 052-935-8988
冬牡丹の展示
10:00～16：30

1/11～3/28 冬の下呂温泉「花火物語」 下呂市 下呂大橋・阿多野谷周辺 0576-25-2541 花火は期間中の土曜日

1/11～3/31 渥美半島菜の花まつり 田原市 渥美半島、伊良湖岬周辺 0531-23-3516

1/11～2/29 飛騨の里「冬のライトアップ」 高山市 飛騨の里 0577-34-4711 点灯時間 17:30～20:30

1/18～3/8
雛まつり展おひなさまと
子どもの遊びと女性の手仕事

知多市 知多市歴史民俗博物館 0562-33-1571
定休日:月曜日
（2/24は開館・25日休館）

1/23～3/3 すいとぴあ江南ひなまつり 江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5111

1/25～2/24（土
日祝）

モリコロパーク雪まつり 長久手市 愛・地球博記念公園交流広場 0561-64-1130
大量の天然雪を運び無料
の雪遊び広場を設置する
開催時間 10:00～16:00

1/上旬～2/下旬 稲武地区の氷瀑 豊田市 大井平公園駐車場徒歩9分 0565-83-3200
事前に観光協会へ問い合
わせをお勧め

1/下旬～3/中旬 春祭り・うめまつり 豊橋市 向山緑地梅林 0532-51-2430

1/25～3/15
（土日祝）

旧内田家住宅のひなまつり
(春の華やぎ）

南知多町 旧内田家（内海字南側39） 0569-62-3100 2/22～3/8は平日も開館

2月1日以降

2/1
雪み街道いなぶ
～魅・美・見・味～

豊田市 どんぐりの湯　第3駐車場 0565-82-2640

2/1～2 長誉蔵開き 岡崎市 丸石醸造 0564-23-3333

2/1～5 尾鷲ヤーヤー祭り 尾鷲市 尾鷲神社他 0597-23-8261

2/1～14 新穂高温泉中尾かまくら祭り 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷 0578-89-2614
大小さまざまな「かまくら」
が立ち並ぶ

2/1、8、15、
22、29

湯谷温泉花祭り 新城市 湯谷温泉大駐車場特設会場 0536-29-0829
花祭りのダイジェスト版。勇
壮な「長篠陣太鼓」火打ち
披露や甘酒の振る舞いも

2/1～3/3
冬季企画展
「第38回ひな人形展」

みよし市 みよし市立歴史民俗資料館 0561-34-5000

2/1～3/8 陶のまち瀬戸のお雛めぐり 瀬戸市 瀬戸蔵周辺一帯 0561-85-2730

2/1～3/22
岩崎城歴史記念館
特別展「おひなさま」

日進市 岩崎城歴史記念館 0561-73-8825

中部本部管内イベント案内（２０２０年２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。
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2/1～4/3
郡上八幡
城下町のお雛祭りと福よせ雛

郡上市 八幡町内各所 0575-67-0002
旧家や美術館など約100
軒に艶やかなお雛様が
飾られる

2/1～4/5 下呂温泉合掌村　土雛まつり 下呂市 下呂温泉合掌村内 0576-25-2239

昔懐かしの土雛約1500
体が村内の家庭に展示
され、日本の原風景を
体感できる

2/2 来振寺　節分星まつり 大野町 宝雲山明星院　来振寺 0585-32-0078

境内の護摩壇に火がつけ
られ炭火の上を素足で歩く
火渡りに挑戦し除災招福を
祈る

2/2 古式日本刀鍛錬 一般公開 関  市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

2/2 お綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-2229

2/2 石神さんマラソン 鳥羽市 弘道小学校～畔蛸漁港 0599-21-6660

2/2 郡上本染鯉のぼり寒ざらし 郡上市 小駄良川下流 0575-67-1808
10:00～11:00
前日にはライトアップ

2/3 大須観音節分会 中 区 大須観音 052-231-6525

2/3 玉性院節分つり込み祭り 岐阜市 加納天神町　玉性院 058-271-0483

赤鬼に扮した厄男を神輿
に、おかめに扮した厄女
を御所車に乗せて町内を
練り歩く

2/3 木曽路氷雪の灯り祭 塩尻市 奈良井宿全域 0264-25-6000 18：30～

2/3
谷汲山華厳寺
節分厄除祈願会

揖斐川町 谷汲山華厳寺 0585-55-2033

2/3 宝光院はだか祭 大垣市 野口　宝光院 0584-91-8326 区間臨時バスあり

2/3 鬼押さえ節分会 津市 津観音寺 059-225-4013
奇祭で知られた、かつての
鬼押さえ行事

2/4～3/8 旧本多忠次邸のひなまつり 岡崎市 旧本多忠次邸（欠町足延40） 0564-23-5015

2/5 大鏡餅奉納 稲沢市 国府宮 0587-23-2121

13：00ごろ神社の第２大鳥
居前に到着、参道を放散会
員の手により曳かれる。
本番の翌日に大鏡餅が切
り分けられ頒布　8：00～

2/6 儺追神事（はだか祭） 稲沢市 国府宮 0587-23-2121 天下の奇祭として知られる

2/6～9
名城公園
フラワープラザ梅まつり

北　区 名城公園フラワープラザ 052-913-0087

館内一面が、梅林をイメー
ジした庭園風にディスプレ
イの他、抹茶席、盆栽梅の
即売等

2/7～8 八日戎 名張市 鍛治町蛭子神社 0595-63-9087

2/7～8 木曽路氷雪の灯り祭 木曽町 木曽福島宿 0264-25-6000 18：30～

2/8 田峯田楽 設楽町
田峯観音
（設楽町田峯字鍛冶沢）

0536-62-1000
朝8:00～10:00、昼16:00～
20:00、夜20:00～22:00

2/8 木曽路氷雪の灯り祭 中津川市 馬篭宿 0264-25-6000 17:30～

2/8～9 天下祭 豊田市 松平郷祭り広場 080-5151-8944

下帯ひとつで裸の厄男たち
が「水玉」に触れて厄を落と
そうと激しく競り合う（無料送
迎バス・シャトルバス有）

2/8～3/8 佐布里池梅まつり 知多市 佐布里池梅林 0562-51-5637

2/9 鳥羽の火祭 西尾市 鳥羽神明社 0563-57-7840
禊ぎ出発15:00頃～　禊ぎ
15:30頃～　点火20:00頃～

2/9 日間賀島ふぐまつり 南知多町 東港・西港 0569-68-2388
9:00～「河豚汁」の無料振
舞いあり(なくなり次第終了）

2/9 ねのひ蔵開き 常滑市 盛田酒造 0569-37-0511 開催時間 9:00～15：00

2/9 今尾の左義長まつり 海津市 平田町今尾地区 0584-53-1374

2/10 きねこさ祭 中村区 七所社 052-412-3671
名古屋市無形民俗文化財
指定

2/10～2/11 鬼祭 豊橋市 安久美神戸神明社 0532-52-5257

2/10～3/15 赤塚山公園　梅まつり 豊川市 赤塚山公園 0533-89-8891

2/11 オコワ祭 あま市 七宝町下の森八幡神社 052-442-8522

2/11 干支供養 瀬戸市 (株)中外陶園(薬師町50） 0561-82-2354
役目を終えた干支を感謝の
気持ちで元の土に還す置物
供養　受付10：00～11：00

＜以下＞
笠寺観音、龍泉寺、甚目寺、犬山成田山、成田山萬福院、津島神社、城山八幡宮、真清田神社、羽田八幡宮、砥鹿神社、牟婁八幡宮、五社稲荷、
岡崎天満宮、菅生神社、岩津天満宮、六所神社、伊賀八幡宮、大樹寺、刈谷市市原稲荷神社、西尾市勝山寺など、各地の節分会の日程は省略
(２日のみ３日のみもあり）。皆様適宜お出かけください
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2/11 国府の市まつり 豊川市 旧東海道 0533-89-2206
元は正月用品の物々交換
が由来

2/11 御船祭 鳥羽市 松尾町正副寺 0599-55-0061
全国の海事関係者から奉
納された大小の大漁旗が
あふれはためく

2/中旬～3/下旬
(金土日）

オホーツクの流氷展 港　区 南極観測船ふじ 052-652-1111
オホーツクの流氷に触れて
みませんか

2/中～3/下 大縣神社梅園梅まつり 犬山市 大縣神社 0568-67-1017
しだれ梅の見ごろに合わせ
て、盆梅や生け花が彩を添
える

2/15 瀧山寺　鬼まつり 岡崎市 瀧山寺 0564-46-2296

2/15～16 でんきの科学館　２月イベント 中　区 でんきの科学館 052-201-1026
スーパーおうむシェフとおか
しなサイエンスレストラン

2/15～16
アニメ・ゲームフェス
NAGOYA2020

港　区
ポートメッセなごや
第一展示館 (メイン会場）
Maker's pier (サブ会場）

052-954-1080
入場券1800円　６歳未満・
敬老手帳 無料

2/15～16 郡上たかす雪まつり 郡上市
ひるがの高原、
牧歌の里特設会場

0575-72-5000

雪像コンテストや雪上ゲー
ムの他雪国ならではの大
きな雪の滑り台でラフティ
ング

2/15～25 平湯大滝結氷祭り 高山市 奥飛騨温泉郷 0578-89-3030 ライトアップ18～21:00

2/15～3/7 東海道のお雛様亀山・関宿 亀山市 亀山宿・関宿 0595-97-8877

重要伝統的建造物群保存
地区に選定されている関宿
に、段飾りや吊るし雛、手
作りのお雛様が来場者を
出迎える

2/15～3/15 中馬のお雛さん in 足助 豊田市 足助の古い町並み一帯 0565-62-1272

2/16 138タワーパーク凧揚げ祭 一宮市 木曽三川公園 0586-51-7105

2/16 黒倉田楽 設楽町 黒倉神社(平山字釜の沢） 0536-62-1000
豊穣を祈る祭り
13:00～15:00

2/17 左義長大祭 南知多町 岩屋寺 0569-62-0387
古いお札をお持ちの方は
是非お出掛けを

2/22～24 八幡祭 鳥羽市 答志町八幡神社 0599-25-1157
大漁満足と家内安全を祈
願する

2/18 開運出世馬頭観音大祭 知多市 大智院 0569-42-0909
大祭9:00～15:00、
餅投げ16:00～

2/18 谷汲山華厳寺　豊年祈願祭 揖斐川町 谷汲徳積地区 0585-55-2020
旧名鉄谷汲駅前11:00/
町営門前駐車場13:00/
華厳寺仁王門前/14:00

2/22～23 NAGOYAオートトレンド2020 港　区 ポートメッセなごや
info@n-auto
trend.com

東海地区最大級ドレスア
ップ＆チューニングのモー
ターショー

2/22 飛騨神岡　初金毘羅宵祭 飛騨市 神岡町市街地 0578-82-2253
だるま供養11:30～
行列スタート18:00～

2/22～3/3 伊賀上野城下町のおひなさん 伊賀市 上野本町通り周辺 0595-22-9670 なりきりおひなさんも大人気

2/22～3/3 おかげ横丁　ひなまつり 伊勢市 おかげ横丁一帯 0596-23-8838
十二単の衣装で記念撮影
を楽しめる「おひなさまに
大変身」や雛あられ造り等

2/22～3/8 あげきのおひなさん いなべ市 ウッドヘッド三重 0594-72-6800

昭和の風情が残る街中に
おひなさまが展示される。
メイン会場では天井まで
届く22段の雛飾りが圧巻

2/22～3/下旬
鈴鹿の森庭園
しだれうめまつり

鈴鹿市 鈴鹿の森庭園 059-371-1777

2/24 (昨年) どぶろく祭　（日程未定） 大府市 長草天神社 0562-45-6227 午前10:00～

2/24 汗かき地蔵祭り 志摩市 大王町波切堂の山薬師堂 0599-72-3174
地蔵は吉事に白汗、凶事
に黒汗をかく

2/24 開扉祭（おみと） 津島市 津島神社 0567-26-3216 700年以上続く重要な祭礼

2/21～22 酒蔵開放 常滑市 澤田酒造 0569-35-4003

2/23 酒蔵開放 緑区 神の井酒造 052-621-2008

2/23 武四郎まつり 松阪市 松浦武四郎記念館 0598-56-7905 「北海道」の名付け親

2/上旬～3/中旬 岩津天満宮梅まつり 岡崎市 岩津天満宮 0564-45-2525

2/中旬～3/中旬 結城神社　梅まつり 津市 結城神社 059-228-4806

2/中旬～3/3 津・大門のおひなさん 津市 津観音寺、だいたて商店街 059-223-0090

2/26 カッチン玉祭り 東  区 六所神社 052-711-3609

2/28 東別院手づくり朝市 中　区 東別院境内 052-331-9576

2/下旬～3/上旬 聖崎公園の河津桜 南知多町 南知多町大井字聖崎
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