
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

9/19～11/8 2020秋の茶臼山高原祭 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345
【紅葉ライトアップ】
10/10～11/8の土日

～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/中～11/上 木曾三川公園「秋の花物語」 海津市 木曾三川公園 0584-54-5531

10/1～12/24 MIKAWAdeじゃんだらりん 三河エリア
蒲郡市を中心に岡崎市、西尾
市、東三河、奥三河で多彩な
体験型プログラムが開催

0533-68-2526

「楽しい」を探しに出かけよ
う。参加したいプログラムを
選び、ジャンだラリンのサイ
ト、または電話で予約

10/1～11/30 とよたまちさとミライ塾 豊田市
市内各所
（プログラムにより異なる）

0565-42-6590
とよたを体験する、様々な
参加型のプログラムが市
内各所で開催される

10/1～11/30 江名子川の紅葉 高山市 大新町 0577-36-1011
城を囲む堀の役を果たして
いた川沿いの紅葉（川沿い
を彩る木々のライトアップ）

10/6～11/4
コスモス・バラまつり
祭りは中止

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、下旬にはバラ園が秋の
見ごろを迎える

10/17～11/15 飛騨の里紅葉ライトアップ 高山市 飛騨の里 0577-36-1011 17:30～20：30

10/18～11/30 あかりの街並み～美濃～ 美濃市 うだつの上がる街並み一帯 0575-35-3660
開催期間未定
（日程は前年）

10/24～11/15 やっとかめ文化祭2020 中　区 大須商店街はじめ 052-262-2580
狂言や歌舞伎街中での上
演。問い合わせは実行委
員会

10/24～11/23 岐阜公園・菊花人形・菊花展 岐阜市 岐阜公園 058-214-2184

10/25～11/23 名古屋城秋祭り・菊花大会 中　区 名古屋城 052-231-1700

１0/27～11/9 渥美半島菊花大会 田原市 サンテパルクたはら 0531-23-3516

10/中～11/下 湯の山温泉の紅葉 菰野町 湯の山温泉 059-392-2115

10/中～11/上 宇津江四十八滝の紅葉 高山市 国府町宇津江 0577-72-3948 お勧めは滝巡りハイキング

10/下～11/上 三河の菊祭り 岡崎市 岡崎公園 0564-23-6399

10/下～11/上
津具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/下～11/上
いちのえだ田園フラワーフェス
タ　（コスモス）

羽島市 羽島市浄化センター北 058-322-2303 トラクターや切り花体験

10/下～11/上 飛騨美濃せせらぎ街道 高山市
清美町坂下
（森林公園大蔵滝紅葉）

0577-68-2338
標高の高い西ウレ峠から
紅葉が始まり、高山、明宝、
郡上八幡へ広がる

10/下～11/上 横谷峡（四つの滝） 下呂市 金山町金山 0576-32-3544
白滝・二見滝・紅葉滝・
鶏鳴滝

10/下～11/中 面の木園地の紅葉 設楽町 面ノ木園地 0536-62-1000

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

10/下～11/中 がんだて公園の紅葉 下呂市 がんだて公園 0576-62-2570
御嶽山の溶岩で形成され
た絶壁と紅葉のコントラスト

10/下～11/中 東仙峡・金山湖の紅葉 下呂市 東仙峡・金山湖（岩屋ダム） 080-3637-2201

10/下～11/中 付知峡の紅葉 中津川市 付知峡 0573-82-4737

10/下～11/中 伊吹山ドライブウェイの紅葉 関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ 0584-43-1155
伊吹山山頂から滋賀県と
岐阜県を一望

10/下～11/中 御在所岳（中腹）(紅葉） 菰野町 御在所岳（中腹） 059-392-2261

11月1日以降

11/1
全日本大学駅伝対校
選手権大会

伊勢路
熱田神宮～伊勢神宮
（８ 区間１０６．８㎞）

箱根、出雲と並ぶ学生３大
駅伝

11/1 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

11/1 三郷歌舞伎公演 恵那市 三郷コミュニティセンター 0573-28-1611
小学校には歌舞伎クラブが
あり、文化祭での発表を目
指し頑張っている

11/1 観阿弥祭 名張市 観阿弥ふるさと公園 0595-63-7892 10:00～12:00

中部本部管内イベント案内（２０２０年１１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、お出掛けください。
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11/1 太地浦クジラ祭り 太地町 太地漁港ふれあい広場 0735-59-2335

11/１～30 香嵐渓もみじ祭 豊田市 香嵐渓 0565-62-1272
広場でのイベント、ライトア
ップは中止

11/１～30 岩屋堂・定光寺もみじまつり 瀬戸市 岩屋堂・定光寺 0561-85-2730 祭は中止

11/１～30 小原四季桜まつり 豊田市 小原ふれあい公園・四季桜の里 0565-65-3808 イベントや出店は中止

11/１～30 香落渓の紅葉 名張市 香落渓 0595-63-7648

11/2～3 白雲座歌舞伎 下呂市 白雲座 090-4799-1951 ２日 14:00～、３日 15：00～

11/3～23 中山道ノレンコンテスト 恵那市 長島橋～大井宿本陣跡 0573-25-8220

11/5 三面大黒天秋季大祭 碧南市 遍照院(三面大黒天） 0566-41-4800

11/7 片田稲荷大祭 志摩市 片田稲荷 0599-46-0570
稲荷を「いねなり」にかけて
豊作を願う

11/7～15 人形小路菊まつり 高浜市 人形小路周辺 0566-53-2603
スタンプラリー・山車なども
10:00～16:00

11/7～23 郡上八幡城下もみじ祭り 郡上市 郡上八幡城ほか 0575-67-1819
11/8～18　八幡城内庭園
ライトアップ

11/上～11/中 大井平公園もみじまつり 豊田市 稲武町大井平公園 0565-83-3200 まつりの開催は未定

11/7～29 紅葉ライトアップ～竹灯り 名張市 赤目四十八滝 0595-63-3004 16:30～20:00（予定）

11/7～12/6 寂光院もみじまつり 犬山市 継鹿尾観音寂光院 0568-61-0035
1360年程前に建てられた
尾張の最古刹

祭は中止 タカドヤ湿地もみじ祭り 豊田市 小田木町タカドヤ湿地 0565-83-3200 見ごろは1～20日

祭は中止 滝山渓谷もみじまつり 伊賀市 白藤滝渓谷紅葉 0595-45-9119 紅葉の見ごろは中～下旬

開催日程未定 明野航空祭 伊勢市 陸自明野駐屯地 0596-37-0111 10:00～15:00

11/8、18、28 東別院暮らしの朝市 中　区 東別院 052-321-9201

11/8
サムライ ニンジャ
フェスティバル

緑　区 大高緑地公園 052-962-2822 例年より規模縮小

11/上～11/中 曾木公園紅葉 土岐市 曾木公園 0572-52-3001 ライトアップ中止

11/中 つくでまつり 新城市 作手総合支所周辺特設会場 0536-37-2289 日程未確定

11/14 星空カフェ「てんくう」 豊根村 茶臼山高原第一駐車場 0536-87-2525
てんくうを夜にオープン、愛
知のてっぺんで星空観察

11/15 頭之宮四方神社例大祭 大紀町 大紀町大内山 0598-72-2316
国内でも珍しい餅つき方法
を伝承

11/17 多度秋季草競馬大会 桑名市
アイリスパークみぞの
ふれあい公園内馬場

0594-48-2702
「白馬伝説」や「上げ馬」、
「流鏑馬神事」など、馬と縁
の深い多度地区のイベント

11/中旬 恵那峡の紅葉 恵那市 恵那峡 0573-25-4058

11/中旬
穴弘法　もみじと100地蔵
ライトアップ

土岐市 土岐津町穴弘法 0572-55-0112 具体的な日程は未発表

11/中～12/上 鳳来寺山もみじ祭り 新城市 鳳来寺山 0536-32-0829
イベント・物産展等は中止
（臨時駐車場、シャトルバス
含む）

11/22～12/6 聚楽園公園もみじまつり 東海市 聚楽園公園内 0562-32-5149 催事日　11/22

11/上～中 岩古谷山の紅葉 設楽町 設楽町荒尾岩古谷山 0536-62-1000
県指定の名勝、2時間ほど
で頂上へ行ける健脚向き

11/上～下 両界山横蔵寺の紅葉 揖斐川町 両界山横蔵寺 0585-55-2020
美濃の正倉院とも称され、
200年前に即身成仏した妙
心法師の舎利仏が有名

11/上～下 宮の谷渓谷の紅葉 松阪市 宮の谷渓谷 0598-46-7111
青山国定公園内、奇岩、絶
壁、高滝、風折滝など変化
に富んだ渓谷

11/上～下 上野公園紅葉 伊賀市 上野公園 0595-24-0270
園内にはい臥龍忍者博物
館もあり風情のある建物と
紅葉のコントラストも

11/上～下 天開山口窄泰雲寺の紅葉 松阪市 飯高町波瀬 0598-47-0361

11/中～下 小牧山城の紅葉 小牧市 小牧市歴史館 05368-39-6123

11/中～下
三瀬谷ダム湖（奥伊勢湖）の
紅葉

大台町 三瀬谷ダム湖 0598-84-1050

11/中～下 揖斐川峡の紅葉 揖斐川町 揖斐川町北方～外津汲 0585-55-2020

11/中～下 蘇水峡の紅葉 八百津町 錦織 0574-43-2111

11/中～下 虎渓山　永保寺の紅葉 多治見市 虎渓山永保寺 0572-22-0351
庭園は国の名勝に指定さ
れており紅葉により美しい
姿を見せる
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11/中～下 県立自然公園恵那峡の紅葉 恵那市 恵那峡さざ波公園 0573-25-4058
11/16、17「恵那峡もみじま
つり」と称し「もみじ茶会」と
「えなまるしぇ」を開催

11/中～下 聖宝寺の紅葉 いなべ市 鳴谷山聖宝寺 0594-46-8101

11/中～12/上 谷汲山 華厳寺の紅葉 揖斐川町 谷汲 0585-22-2111
日本最古の観音霊場
もみじ祭は11/8（予定）

11/中～12/上 八事山興正寺のもみじ 昭和区 八事山興正寺 052-832-2801

11/中～12/上 鳳来峡・板敷川の紅葉 新城市 鳳来峡・板敷川 0536-29-0829

11/中～12/上 岡崎東公園の紅葉 岡崎市  欠町東公園 0564-24-0050 ライトアップは、日程未定

11/中～12/上 王滝渓谷の紅葉 豊田市 王滝町（王滝渓谷） 0565-77-8089
東海の昇仙峡ともよばれて
いる人気の紅葉スポット

11/中～12/上 養老公園の紅葉 養老町 養老公園一帯 0584-32-0501

11/20～12/6 観楓会「紅葉茶会」 熱田区 白鳥公園 052-681-8928
あかりアートは、11/20～
11/29の金、土、日、祝
コロナ対策で休止も！

11/19～12/6 そうぶんの竹あかり 津　市 三重県総合文化センター 059-233-1105
幻想的な竹あかりの暖か
な光

11/20～23
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
1300年前に創建された高
田寺のご本尊、50年ごと
に御開帳

11/21～29 そぶえイチョウ黄葉 稲沢市 祖父江町山崎 0587-97-5800 ライトアップは中止

11/21～12/6 錦を纏う　徳川園紅葉祭 東　区 徳川園 052-935-8988
夜間開園日には、ライトアッ
プ「灯りみち」が開催される

11/22 半田赤レンガマルシェ 半田市 半田赤レンガ建物・芝生広場 0569-24-7031

11/23 大森神社例祭（どぶろく祭） 熊野市 育生川町大森神社 0597-89-2229
10:00 神事
（どぶろくふるまい、もちほ
り）は中止

11/23 くろんどまつり 伊賀市 敢国神社 0595-23-3061
伊賀忍者の頭領、服部一
族の奇祭

11/28～12/6 愛岐トンネル特別公開 春日井市 ＪＲ定光寺ー愛岐トンネル 0568-81-1123  もみじの隠れた名所

11/下～12/上 くらがり渓谷紅葉まつり 岡崎市 くらがり渓谷 0564-83-2057

11/下～12/上 宮妻峡・水沢もみじ谷 四日市市 宮妻峡・水沢もみじ谷 059-357-0381

11/28～29 ラグコス2020 蒲郡市 ラグーナテンボス 0570-09-7117
コスプレイヤー、カメラマン
を問わず「ラグコス」のチケ
ットが必要

11/26～12/2 やきものワールド 中　区 ドルフィンズアリーナ 052-221-0955 9:00～16:30

11/28～12/6 普門寺　もみじ祭り 豊橋市 普門寺 0532-41-4500

※コロナ対策等により、日時等変更されている場合がありますので、確認しておでかけください。
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