
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

8/31
愛知県本部展
（応募締切）

090-1090-4508
問い合わせ先
　　　　　　　＞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
　　　　　　　＞宮田委員長

5/25～10/15 小瀬鵜飼 関市 小瀬付近 0575-22-2506
漁としての鵜飼
（予約受付終了）

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

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

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

～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！

7/23～8/31
9/5、6、12、13

19～22
「水の楽園モンブル」 犬山市 日本モンキーパーク 0568-61-0870

１週１９０mの流れるプール
を始め1ｔの水が落ちてくる
「ウオータージャングル」等
が揃うアトラクションプール、
事前予約制です

8/10～16
22～23
29～30

9/1～27
（土日祝）

ナイトＺＯＯ　　(最終9/27） 豊橋市 豊橋市総合動植物公園 0532-41-2185 開園18：00～21：00

8/8～16
22、23

9/19～21
ナイトフェスティバル 犬山市

野外民族博物館
（リトルワールド）

0568-62-5611

世界のグルメが楽しめる屋
台や風船づくり、ミニゲーム
など、さらに浴衣や甚平で
来館すると、ヨーヨー釣りが
無料でできる

8/下～9/中 清流間瀬川　火振り漁 下呂市
馬瀬西村1508-1
フィッシングセンター水辺の館

0576-47-2841

火振り漁とは、産卵のた
めに川を下る習性を利用
する伝統的な漁法。
19:30～20:30

９月1日以降

9/5 芝馬祭り 一宮市 白山社 0586-28-9131 　13：00～

9/5 数河獅子(規模縮小） 飛騨市 白山神社 0577-73-2111
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

9/5～10/11
（土日祝）

岐阜城パノラマ夜景 岐阜市 金華山・岐阜城 058-265-3984

金華山・岐阜城からの眺
め、全国的に名高い神戸
や函館に負けていません。
（期間中夜6時以降の夜
間往復割引あり）

9/6 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

9/7 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

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

9/12 きいながしま港市 紀北町 長島漁港 0597-46-3555 9:00～12:00

9/12～13 寒水掛け踊 郡上市 寒水　白山神社 0575-87-2844

9/12～13 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時スタート
前夜祭の花火も

中　止 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

9/12～13 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

9/12～13
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

中　止 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

中部本部管内イベント案内（２０２０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　朝日新聞社内全日写連
　　　　　「愛知県本部展」係

送付先　朝日新聞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
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中　止 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

中　止 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

9/19～22
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 0561-64-1130
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

9/19～11/8 茶臼山高原紅葉まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345
茶臼山高原では毎年10月
下旬になると紅葉が始まる

中　止 荘川神社例祭（神事のみ） 高山市 荘川神社 05769-2-2272 舞楽・獅子舞など奉納

中　止 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

中　止 安乗人形芝居 志摩市 安乗神社 0599-44-0339 18:30～

9/中～１０/中 鷹の渡 田原市 恋路ヶ浜 053123-3516

鷹の一種であるサシバや
ハチクマの姿を見ることが
できる。双眼鏡を持った愛
鳥家や写真家たちで伊良
湖岬周辺はにぎわう

中　止 椛の湖そばの花祭り 中津川市 椛の湖自然公園 0573-75-4444

9/19 駆馬（おまんと）まつり 東浦町 伊久智神社（生路地区） 0562-83-6118
10時～12時、13時～15時
公共交通機関で

9/19～20 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

9/20 秋葉まつり 知立市 知立神社境内 0566-81-0055 花火は中止

9/20 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

9/20 帆船海王丸総帆展帆 射水市 海王丸パーク 0766-82-5181

中　止 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

中　止 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

9/21～29 招き猫祭り 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

9/22 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

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

9/26 美濃歌舞伎　長月公演 瑞浪市 日吉相生座 0572-68-0505

9/26～27 猩々メッタ 東海市 名和町船津神社 0562-32-5149

9/26～27 御舟祭(神事のみ） 安曇野市 穂高神社 0263-82-2003
穂高人形を飾った五艘の
「御船」が曳きいれられ二
艘の大人船がぶつかり合う

9/27 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

9/27 駆馬（おまんと）まつり 東浦町 村木神社（森岡地区） 0562-83-6118
10時～12時、・13時～15時
公共交通機関で

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　駐車場は×、
花火は未定

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

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 ゴンの秋祭りは中止

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カ月かけて麓へ

中　止 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

中　止 ENAみのじのみのり祭 恵那市 恵那駅前一帯 0573-26-1211

中　止 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

中　止 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/下 だいこんマラソン 飛騨市 神岡町天空の牧場 0587-82-2255 詳細未定

9/29 駆馬（おまんと）まつり 東浦町 村木神社（森岡地区） 0562-83-6118
10時～12時、13時～15時
公共交通機関で

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

中　止 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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9/30～10/1 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）

※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。
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