
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

1/11～8/31
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 会期延長 （5/31まで休館）

～8/30
謎解きアトラクション
「明治探偵GAME
　～超能力VS超能力～」

犬山市 博物館明治村 0568-67-0314
博物館明治村を舞台にし
た体験型謎解きゲーム

6/13～8/31
立川美術館企画展「潮干祭
幻想～作家が見る祭り～」

半田市 亀崎町6-81 0569-29-5897
立川流彫刻と亀崎潮干祭
の魅力を伝える美術館

6/19～10/15 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

6/20～11/1 とよね里山スタンプラリー 豊根村 村内行楽施設20か所 0536-87-2525
ポンタのスタンプを5個集
めて応募

～11/8
リアル謎解きゲーム×モリ
コロパーク「モリコロパーク
探検隊と宝の地図」

長久手市
地球博記念公園
（モリコロパーク）

0561-64-1130
「宝探し」をコンセプトにス
タンプラリーを盛り込んだ
リアル謎解きゲーム

7/1～9/30
伊勢湾フェリー観光復興企画
「iraGO＆Toba 伊勢湾キャン
ペーン」

田原市
伊良湖町
（伊勢湾フェリー伊良湖営業所）

0531-35-6217

こども絵日記コンクール
作品募集、フェリー操舵
室の見学会、特別割引
キャンペーン開催！

7/18～8/31
デンパーク・
サマーフェスティバル

安城市 デンパーク 0566-92-71111

7/18～8/31 茶臼山インサマー 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345 茶臼山は天然エアコン

7/18～8/31 下山ブルーべりー狩り 豊田市 和合町田螺池245 0565-91-1255 定休日　月・火・水

中　止 田んぼアート 尾張旭市 城山公園旭城４階 0561-76-8133

８月1日以降

8/1 美濃市中日花火大会 美濃市 美濃橋下流 0575-35-3660 開催状況未定

8/1～2 石取り祭り　（神事のみ） 桑名市 春日神社周辺 0594-21-5416 祭車曳き回し行事は中止

8/1～2 須成祭り　　（神事のみ） 蟹江町 蟹江川 0567-95-1111
2016年ユネスコ文化遺産
登録。祭りのときだけ船を
通過させるため橋の開平

8/1～2 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
食虫植物　9:00～11:30
雨天中止

8/1～3
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

8/2 石上げ祭り 犬山市 尾張富士大宮浅間神社 0568-67-0037

本宮山との背比べという
故事から山頂に石を運ぶ、
夜には花火の打ち上、参
加者が松明を手に駆け降
りる火振り神事

8/2 馬駆けまつり 本巣市 長屋神社祭礼 058-323-7764
身を清めた少年が、神馬
に乗って駆ける

8/2 古式日本刀鍛錬一般公開 関 市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

8/2～11 相差地曳網体験 鳥羽市 相差町 0599-33-6411
地曳網体験ができる夏休
み早朝イベント
開始時間　7：00～7：20

8/3～28 夏の鳥羽湾連続花火 鳥羽市 佐田浜港、安楽島、小浜湾 0599-25-5096
毎夜楽しめる100発の花火
20：30～

8/上～中 洲原ひまわりの里のひまわり 美濃市 洲原ひまわりの里 0575-32-2105 コロナで休園の可能性あり

中　止 なめくじ祭 中津川市 加子母大杉地蔵尊 0573-79-2111

若き日の文覚上人が恋し
た袈裟御前の化身とされ
る「なめくじ」が上人の墓
に群がる

8/8～16 名古屋城夏祭り　（詳細未定） 中　区 名古屋城敷地内 052-231-1700
名古屋城の開園時間が延
長され真夏の夜を楽しむ

8/8 きいながしま港市 紀北町 長島港魚市場周辺 0597-46-3555
一般の人が購入できる市
が開催される

8/9 手力の火祭・夏 岐阜市 長良川公園（長良橋北詰） 058-265-3984
地上で爆発させる地割花
火が見もの

8/10～12
14～15
17～18

東山動植物園　ナイトZOO
（開催未確認、日程は昨年）

千種区 東山動植物園 052-782-2111
入園～20:00、閉園～20:30
（星が丘門は16：30で閉門）

中　止 綾渡夜念仏 豊田市 平勝寺境内 0565-62-1272

8/10～15
真夏のライトアップ・
キャンドルナイト（開催不明）

名張市 赤目四十八滝、霊蛇滝周辺 0595-63-3004
カップキャンドル、竹灯り、
滝のライトアップもあって
幻想的なあかりに浮かぶ

8/中～下 キツネノカミソリ 豊田市 稲府町（大栗山ケヤキの森） 0565-83-3200
ヒガンバナ科のオレンジ
色の奇麗な花です

8/中～9/上 大垣ひまわり畑 大垣市 平町地内 0584-47-8628

中部本部管内イベント案内（２０２０年８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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中部本部管内イベント案内（２０２０年８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。

8/14 開吹のかぎ万燈　（開催不明） 西尾市 万燈山 0563-57-7882

山の西側斜面に「スズミ」と
呼ばれる松明108基が並べ
られ、ほら貝の合図とともに
点火。点灯時間　20：30～

8/14 足助夏祭り 豊田市 足助町 0565-62-0480
「たんころりん」など主要行
事は中止

8/14～15 富田一色けんか祭り 四日市市 飛鳥神社 059-365-1136
100kgもある鉦と直径60㎝
の太鼓を担ぎ神社に競り合
って練りこむ

8/14～16 かんこ踊り 松阪市 松ヶ崎神社 0598-23-7771
元々は元蛭子神社を奉祀
する漁民の祭り。いつしか
初盆供養の踊りとなった

8/15 信玄原の火おんどり 新城市竹広 竹広信玄塚 0536-22-0673
男衆が直径８０㎝ほどの大
きな松明を抱えて振り回す

8/15 乗本万燈 新城市乗本 万燈山（乗本） 0536-32-7655

8/15 川崎音頭踊り 伊勢市 鹿海町公民館 0596-25-0455
現在の伊勢音頭の源流と
なる踊り

8/16 夏の夜のイルカ島探検隊 鳥羽市 島マリンレジャー 052-686-8000
夜限定120名「イルカ島に
夜間上陸」

8/19
貝津田の棒の手
（演舞は中止・神事のみ）

設楽町 貝津田諏訪神社 0536-62-1000

様々な流派があるとされる
中で「起倒流」が受け継が
れている、真剣・真槍・十手
塔を用いた実演の迫力に息
を飲む

8/23  ミラフィオーリ2020 長久手市 愛知地球博公園 052-871-6464
ヨーロッパ車オーナーのミ
ーティング

8/23 この日この時撮影会 全　国 052-221-0304 締切　9/10 中部本部主催

8/29～30 名古屋ミネラルショー 千種区 吹上ホール 090-1742-5781
鉱物、化石、宝石の祭典、
展示即売会も

8/29 湯の山温泉　納涼盆祭ご縁日 菰野町 御在所ロープウエイ駅前広場 059-392-2115
アクアイグニス駐車場から
無料シャトルバスが巡回

8/31
愛知県本部主催
「愛知県本部展」（応募締切）

090-1090-4508
【問い合わせ先】
愛知県本部・宮田委員長

8/31
愛知県本部主催
「第3回日本の風景フォトコン
テスト」（応募締切）

090-1090-4508
【問い合わせ先】
愛知県本部・宮田委員長

※各地で花火大会が開催される月ですが、今年は有料の施設を除き、ほとんどがコロナ対策で中止となっています。
　特に「三密」を避けるためか、お祭りを始め、大勢の人が集まる行事等に中止または未開催のイベントが数多く、
　一部特記事項を除き、例年のイベント案内からは削除しました。お出かけ前には日程等の再確認をお願いします。

【送付先】
朝日新聞名古屋本社内　全日写連中部本部
「第3回日本の風景フォトコンテスト」係

【送付先】
朝日新聞名古屋本社内　全日写連中部本部
「愛知県本部展」係
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