
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

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

1/11～4/13
あいち航空ミュージアム特別
企画展「日本の翼YS-１１展」

豊山町 あいち航空ミュージアム 0568-39-0283

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/下～3/中 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

1/26～3/15 二川本陣まつり「おひなさま」 豊橋市 二川宿本陣資料館 0532-41-8580

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

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
昔懐かしい土雛約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/上～3/中 岩津天満宮梅まつり 岡崎市 岩津天満宮 0564-45-2525

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

2/1～3/15 渥美郷土資料館企画展 田原市 渥美郷土資料館 0532-33-1127
江戸から現代までのひな
人形の変遷

2/1～4/3 お雛祭りと福よせ雛 郡上市 八幡町内 0575-67-0002

2/2～4/2 土雛まつり 下呂市 下呂温泉合掌村ない 0576-25-2239

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

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

2/8～3/22 「ひな人形と初凧展」 田原市 田原市博物館 0531-22-1720

2/8～4/5 尾張徳川家の雛まつり 東区 徳川美術館 052-935-6262
期間中「文化史講演等」
特別企画も

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/中～3/下
(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

2/15～3/7 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

2/15～3/15 谷汲盆梅展 揖斐川町 旧谷汲観光資料館 0585-55-2231

2/16～3/8 安八の梅まつり 安八町 安八百梅園 0584-64-3111

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 なりきりお雛さんも大人気

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

2/22～3/15 しだれ梅まつり 天白区 農業センター「delaふぁーむ」 052-801-5221

2/22～3/下 鈴鹿の森庭園しだれ梅まつり 鈴鹿市 鈴鹿の森庭園 059-371-1777

2/22～4/3 いなぶ旧暦のひな祭り 豊田市 どんぐりの里周辺～旧街道沿 0565-83-3838

2/22～3/8 人形小路雛めぐり 高浜市 人形小路一帯 0566-53-2603
2/22、29には子ども雛行
列も　10:00～雨天翌日

2/22～3/31 しだれ梅まつり 鈴鹿市 鈴鹿の森庭園 059-371-1777

2/29～3/25 川売の梅花祭り 新城市 川売地区 0536-29-0829
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2/29～3/15 平芝公園梅まつり 豊田市 平芝町平芝公園 0565-34-6621

2/29～3/1 中田の裸祭り 豊田市 中田八幡社 0565-57-1188 2/29 餅つき、3/1 はだか祭

2/下～3/上 聖崎公園の河津桜 南知多町 南知多町大井字聖崎

3月1日以降

3/1 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

3/1 東濃歌舞伎中津川 中津川市 東美濃ふれあいセンター 0573-66-1111

3/1 千虎甘酒まつり 郡上市 千虎神社 0575-67-0002 神楽出発12：00

3/1 荷機稲荷神社初午祭 瑞浪市 稲津町小里地内 0572-67-2222

3/1 小山観音初午祭 美濃加茂市 小山観音 0574-25-2111

3/1～4/3 飛騨高山雛祭り 高山市 市内各所 0577-36-1011

3/7～8 いなざわ梅まつり 稲沢市 愛知県植木センター 0587-22-1414
植木苗木の販売や俳句
大会も

3/7～8 初午まつり松阪市 松阪市 岡寺山継松寺 0598-21-0965

3/7～8 神戸の寝釈迦祭 鈴鹿市 龍光寺 059-382-1189 日程未確定

3/上～3/下 オオカンザクラの並木道 東区 桜通泉二～芳野二 052-935-1123
市内でいち早く花見ができ
る名所

3/8 名古屋ウィメンズラソン 東区 ナゴヤドーム（スタート/ゴール）

3/8 オコワ祭り 愛西市 勝幡神社 0567-26-8111 日程未確定  3/15？

3/8 おたがまつり 田原市 長仙寺 0531-27-0817

3/8 時又初午はだか祭り 飯田市 天竜川時又港一帯 0265-22-4851

3/12 奈良二月堂松明調進行事 名張市 極楽寺 0595-63-9148 翌年の松明を徒歩で届ける

3/13～15 新城ラリー2020 新城市 新城総合公園周辺 0536-23-7621
日本最大級のラリーイベント
特設駐車場からシャトルバ
スにて入場

3/14 東大寺二月堂修二会 奈良市 東大寺 0742-22-5511 松明は1日～14日間

3/14～15
旅まつり名古屋～
旅と宿と人のふれあい

中　区
久屋大通公園　エディオン久屋
広場、エンゼル広場

052-202-1677
旅や観光をテーマ、武将隊
やご当地キャラ多数出演
開催時間 10:00～17:00

3/14～15
名古屋キャンピングカーフェア
2020SPRING

港　区 ポートメッセなごや1号館 052-243-8600
災害時に役立つ車としても
注目を集めているキャンピン
グカーの見本市

3/14～15
醫王山　高田寺
薬師如来像　特別御開帳

北名古屋市 高田寺 0568-21-0887
50年に一度の特別御開帳｡
1500年前の旧国宝を拝もう

3/14～15 近江の左義長まつり 近江八幡市 日牟礼神社 0748-33-6061

3/14～5/6 東山動植物園　春まつり 千種区 東山動植物園 052-782-2111
桜咲く東山動植物園内の各
所で、春ならではのイベント
が楽しめる

3/14～5/6
デンパーク
「フラワーフェスティバル」

安城市 安城産業文化公園デンパーク 0566-92-7111
キャラクターショウや動物
ふれあいイベント等家族で
楽しめる催しが沢山

3/15 田縣神社豊年祭 小牧市 田県神社 0568-76-2906
伝統ある神事、毎年新しく
奉製される大男茎形を厄男
が神輿に担ぎ奉納

3/15 大縣神社豊年祭 小牧市 大縣神社 0568-67-1017
尾張の春を呼ぶ祭りとして
有名。五穀豊穣、国家安康
を祈願し大鏡餅奉納

3/15 ３９の市 西尾市 佐久島　西港広場周辺 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

3/15 一色の翁舞 伊勢市 一色町公民館 0596-27-0001 国指定文化財

3/17～23 讃仏会　春彼岸 津市 高田本山専修寺 059-232-4171

3/17～22 第54回写真公募展 名古屋市 愛知県芸術文化センター 8Ｆ 中部本部行事

3/18 楊枝薬師祭 熊野市 熊野市楊枝 0597-89-0100
三十三間堂の棟木伝説に
かかる祭り

3/20～4/26 花フェスタスプリングフェア 可児市 花フェスタ記念公園 0574-63-7373

3/20
実験名人による
サイエンスショー

中区
でんきの科学館１階
エントラス特設ステージ

052-201-1026
イマケン先生の「サイエン
スマジックショー」11:30～、
14:00～、15:00～

3/20 種まき権兵衛祭 紀北町 海山区便の山（宝泉寺） 0597-46-3555

3/20 真桑人形浄瑠璃 本巣市 物部神社 058-323-3222 19試樂 20本楽

3/20～22
全日本ぎょうざ祭り
2020inモリコロパーク

長久手市 地球博記念公園大芝生広場 052-728-0475 前売り券発売有

3/20～4/19
農業文化園
戸田川緑地さくら祭

港　区 農業文化園戸田川緑地 052-302-5321 1000本の桜の花のリレー
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3/21～5/4 半田春の山車祭 半田市
乙川地区 3/21、22
岩滑、岩滑新田、上半田、協和、
成岩、西成岩、板山地区 4/中

0569-32-3264
下半田地区　4/下、亀崎
地区 5/3、4

3/中～4/上 カタクリ群生 豊田市 香嵐渓 0565-62-1272

3/22 すいとぴあ江南　桜まつり 江南市 すいとぴあ江南　田県神社 0587-53-5111 小彼岸桜が満開の時期

3/22 迫間不動尊春季大祭 関　市 迫間不動尊 0575-22-7839 火渡り神事 12:30～

3/27～29
瀬戸蔵ロボットアカデミー
「春休みロボットフェスタ」

瀬戸市 瀬戸蔵 0561-85-2730
「ロボットの可能性を学ぶ
３日間」をテーマに「見て、
触れて、学べる」

3/28～29
でんきの科学館
春休み特別イベント
[王国の謎を解明せよ]

中　区 でんきの科学館 052-201-1026
謎解きをテーマに、スタン
プラリーや実験ショー、工
作が行われる

3/28～4/12 水の都舟下り 大垣市 水門川 0584-77-1535 4/6を除く、盥舟は４月

3/29 財賀寺　知恵文殊まつり 豊川市 財賀町財賀寺 0533-87-3494
文殊菩薩は知恵門殊とし
て有名、学問成就の願掛
けに遠近の人たちで賑う

3/29 常盤座歌舞伎公演 中津川市 常盤座 0573-72-2144

3/29 春の赤目四十八滝参り 名張市 赤目四十八滝 0595-63-3004
山伏の先導のもと白装束
を纏った参加者が入水し、
滝禊ぎや火渡りの行を行う

3/中～4/上
のんほいパーク
スプリングフェスティバル

豊橋市 豊橋総合動植物公園 0532-41-2185

3/下～5/上 相川鯉のぼり祭 垂井町 垂井町相川 0584-22-1151

3/下～4/上 三好池の桜 みよし市 三好公園

3/下～ つくばの里梅まつり 豊田市 日下部町最光院梅園 0565-68-3653 日程未確定

3/下～4/上 山崎川のさくら 瑞穂区 山崎川（石川橋～新瑞橋） 052-972-2884 ライトアップ日程未定

3/下～4/上 桃太郎さくら祭り 犬山市 桃太郎公園 0568-61-1576

3/下～4/上 大山緑地の千本桜 高浜市 大山緑地 0566-52-2288 ライトアップ日程未定

3/下～4/上 愛知県緑化センター 桜と雪柳 高浜市 愛知県緑化センター 0565-76-2106

3/下～4/上 日本モンキーパークの桜 犬山市 日本モンキーパーク 0568-61-0870

3/下～4/上 鞍ヶ池公園 豊田市 鞍ヶ池公園 0565-80-5310

以下　桜の見どころとして

▼庄内緑地の春の華まつり  ▼鶴舞公園花祭り  ▼犬山城の桜  ▼天王川公園の桜  ▼水源公園の桜まつり  ▼清洲公園の桜
▼亀城公園桜まつり　▼洲原公園桜まつり  ▼岩倉桜まつり  ▼定光寺公園の桜  ▼明治村の桜  ▼岡崎の桜まつり
▼デンパーク「フラワーフェスティバル　▼岐阜公園長良川堤　▼すのまた桜まつり  ▼虎渓公園の桜  ▼恵那峡土土ヶ根のしだれ桜
▼笠松春祭り  ▼小倉公園桜まつり  ▼伊勢神宮の桜　▼湯の山温泉の桜　▼青蓮寺湖の桜  ▼赤目十八滝延壽院のしだれ桜  など

各地で催しが予定されています、身近なところへ探索に出掛けるのも一興かと思います。
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