
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

5/25～10/15 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

6/2～10/11
コンセプトカー蔵出し企画展
「30年前の未来の車」

長久手市 トヨタ博物館　文化館2階 0561-63-5151

「コンセプトカー」はその時代
のエンジニアの”未来のモビ
リティへの想い”を表現して
おり、30年前の車を紹介

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

8/1～10/31
へきなんトリップスタンプラ
リー

碧南市
宿泊スタンプ施設、観光スタン
プ施設、お土産スタンプ施設

0566-41-5412

宿泊・観光・おみやげの３
種類のうち２種類以上の施
設でスタンプを集め応募す
ると、抽選で碧南の特産品
が当たる

～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

9/1～10/31
ユウナルステーション
秋のイベント

東海市 太田川駅西側ユウナル東海 0562-32-5149
東海市の２大山車祭とタイ
アップし、山車祭展を開催

9/16～10/31
きみへ届け！
名古屋テレビ塔からエール

中　区 名古屋テレビ塔 052-202-1677
対象店舗で１５００円の購入
ごとに応募券を入手。メッセ
ージをテレビ塔に灯そう

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 矢勝川を彩る曼珠沙華 半田市 新見南吉記念館周辺 0569-32-3264 ゴンの秋祭りは中止

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を一か月かけ
て徐々に麓に向かう紅葉

10月1日以降

10/1 観月際 一宮市 真清田神社 0586-73-5196

中秋の名月「芋名月」と称
され、団子やススキなどを
お供えする習わし。29日の
「栗名月」に合わせ鑑賞を

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

10/2 花の窟お綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-2229

10/3～11 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、イオンモールほか

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。イオンモールは10/3
～4のみ

10/4 有松天満社秋季大祭 緑　区 有松天満社 052-621-3000

10/4 表佐太鼓踊 垂井町 表佐保育園　園庭 0584-22-1151 15：00～

10/5 満願の火祭 鈴鹿市 江西寺 059-374-2796 だるま供養

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。
開催未定

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 開催未定

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

10/6～11/4 コスモス・バラまつり　 西　区 庄内緑地公園ボート池周辺 052-503-1010
10月になると様々なコスモ
ス、下旬には薔薇園が秋の
見ごろを迎える

10/8 横山石神さんの秋祭り 志摩市 横山石神神社 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
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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

10/10～11
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 開催未定

10/11 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

10/10～11 古式日本刀鍛錬一般公開 関市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825 刃物まつり（本町）

10/10～11 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
今年度開催未定

10/10～11 村国座子供歌舞伎 各務原市 村国座 058-383-1475

10/11 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。開催未定

10/11 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

１０/10～12 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

10/12～20 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 （日程未定）

10/12～13 ワールド・コラボフェスタ2020 中　区 オアシス銀河の広場 052-961-8746 日程等を含め検討中

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　 開催未定

10/中～11/中 名古屋城まつり 中　区 名古屋城 052-231-1700

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 コロナ対策　神事のみ

10/17 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

10/17～18 挙母祭り 豊田市 挙母神社ほか 0565-85-7777
山車の奉納は断念
神事のみ

10/17～18 飛騨新そば祭り 飛騨市 古川町壱之町　若宮駐車場 0577-73-2111

10/18 素人チンドン祭 一宮市 萩原町商店街 0586-68-1012 開催未定

10/18 田貫の棒の手 西尾市 田貫神明社 0563-57-7882 開催未定

10/18 蛭川歌舞伎 中津川市 蛭子座 0573-45-2211 11:00　開演

10/18 関船祭 紀北町 引本神社 0597-46-3555

10/18 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 開催未定

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

10/23～25 上野天神祭 伊賀市 三筋町はじめ 0595-21-0527
だんじり巡行と鬼行列は中
止

10/24～28 飛騨の家具フェスティバル 高山市 各社ショールーム・展示施設 0577-32-2100
新作が一堂に会する家具の
祭典

10/24～25 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」
開催可否不明

10/25 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

10/25 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

10/25 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
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10/25
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。

10/25～11/23 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

※コロナ対応で、例年実施されている行事について、中止が決定している場合は削除しています。
　また、行事については日時等変更されている場合があります。確認の上、お出掛けください。
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