
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先 備考

【前月から】

3/20～10/17 犬山城遊覧船 犬山市 犬山城観光案内書 0568-61-2727
お殿様になった気分でのんびりと景
色をご鑑賞ください

3/20～11/14
木曽川観光船
緊急事態宣言発令中は一時
中止

愛西市 葛木港 0567-55-9993
１日１便　電話にて先着順に受付
船頭平閘門（小パナマ運河）で木曽川と
長良川の水位の違いを体験

4/24～10/12
DISCONNECT/CONNECT
【ASAO TOKOLO×NOIZ】

常滑市 INAXライブミュージアム 0569-34-8282
美術家の野老朝雄と建築デザイン事
務所〈NOIZ>がタッグを組み展覧会を
実現

4/24～10/31
リアル謎解きゲーム×「モリ
ゾー・キッコロとタイムスリップ
の謎」

長久手市 愛・地球博記念公園 0561-64-1130
参加者は「キット」を手に、パーク内を
巡り謎の手がかりを探す

5/11～10/15 岐阜長良川の鵜飼 岐阜市 長良橋付近 058-262-0104

5/11～10/15 小瀬鵜飼 関　市 小瀬鵜飼乗船場 0575-22-2506 一千有余年の歴史を持つ伝統漁法

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

6/19～11/7 とよね里山スタンプラリー 豊根村 村内の行楽施設２０カ所 0536-87-2525 ポンタのスタンプ５個集めて

6/22～2/23
AELネット環境学習スタンプラ
リー

愛知県 愛知県内１７５の環境学習施設 052-954-6208 学んで、集めて、もらおう記念品！

7/10～10/17 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、ペニチュアの絶景

7/16～10/17 トヨタ博物館でSDGｓを考える 長久手市 トヨタ博物館 0561-63-5151
私たちができる身近なことは何か、車
両３台とともに考える

7/17～10/14
特別展「コロナ禍に南吉を読
む～感染症と新見南吉」

半田市 南吉記念館常設展示室 0569-26-4888

新見南吉の子供時代、世界中でスペ
イン風邪が猛威を振るい、南吉自身
も結核で命を落としました。コロナ禍
の今、私たちが南吉から何を読み取
れるか考えます。

7/22～10/24
トミカ・プラレールフェスティバ
ルinラグーナテンボス2021

蒲郡市 ラグーナテンボスラグナシアセロシアホール0570-09-7117
トミカ・プラレールがラグーナテンボス
にやってくる

7/24～3/31
観光体験博覧会　たはら巡り
～な

田原市 田原市一帯 0531-23-3522

愛知県の南端に位置し温暖な気候に
恵まれた渥美半島田原市は「渥美半
島を暮す旅」をコンセプトに体験プロ
グラムを提供

7/31～10/24 天上に咲く花「曼殊沙華」 大垣市 赤坂町　金生山明星輪寺 0584-71-0124

秋海棠、芙蓉、彼岸花、秋明菊に石
仏と他にはない季節が楽しめる季
節、境内に咲き乱れる彼岸花と濃尾
平野の眺望を楽しんでは！

8/7～１1/14
「絞り」・「瓦」灯りストリーin有
松

緑　区

有松・旧東海道沿いが織りなす
幻想的な１００日間（8/7～/10は
西町、9/１１～10/15は中町、
10/16～11/14東町）

053123-3516

有松地区の東海道沿道では、今も卯
建（うだつ）を設けた和瓦の屋根、塗
籠造（ぬりごめづくり）、虫籠窓（むし
こまど）といった江戸時代の面影を残
す建造物群

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。

9/14～11/4 茶臼山高原紅葉 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2325
茶臼山高原では毎年10月下旬になる
と紅葉が始まる

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か月かけて
麓へ

9/25，10/23 とこなめ焚き火ナイト 常滑市 常滑りんくうビーチ 0569-34-8888
りんくうビーチ日、焚き火を囲み大切
な人と過ごす夜の魅力をお楽しみに

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 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 

10/2～3 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

中部本部管内イベント案内（２０２１年１０月版）

場所

コロナ対策等で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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場所

コロナ対策等で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。

10/2～10 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、他

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。

10/2 花の窟お綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-2229

10/2～11/30
メナード青山ラベンダーフェス
タ

伊賀市 メナード青山リゾート 0595-54-1326

10/3
中　止

海の日名古屋みなと祭り 港　区 名古屋港ガーデンふ頭一帯 052-654-7894
「海の日名古屋みなと祭り」のラスト
に行われる恒例の花火大会

10/上～11/上 ひまわりとコスモスの競演 南知多町 観光農園花広場 0569-65-2432
農園観光花穂ロバのひまわりとコス
モス、ピンクと黄色の美しいコントラス
トを

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

10/5，13，21 八事興正寺　縁日 昭和区 興正寺 052-832-2801
国の重文など都会の中にある美しい
自然が守られている境内で時間を過
ごしてみては！

10/5 満願の火祭 鈴鹿市 江西寺 059-374-2796 だるま供養

10/9～11/21 東山動植物園秋祭り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

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

10/9 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　開催未定

10/9 浜島大祭 志摩市 宇気比神社 0599-46-0570
五穀豊穣・大量満足、山の幸・海の
幸に感謝する

10/9 紀の宝みなと市 紀宝町 鵜殿港 0735-33-0336
「テント市」「フリーマーケット」「軽トラ
一市」で構成される近隣にはない朝
市

10/9～10
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

10/9～10 蒲郡花火大会 蒲郡市 竹島ふ頭等 0533-66-1120
太平洋岸最大級、直径650mに広が
る３尺玉の花火は必見28日、水上花
火も

10/9～10 村国座子供歌舞伎 各務原市 村国座 058-383-1475 開催未定

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 開催未定

10/10
勝手神社の神事踊り【国指定
文化財】

伊賀市 勝手神社 0595-45-8900
県内にあるカンコ躍りの中で、雨ごい
系統の代表的なものとされる踊り

10/16～17 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

10/10～23 美濃和紙あかりアート展 美濃市 うだつの上がる街並み 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

10/10～12 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

10/10 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

10/10 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 開催未定

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   開催未定

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 規模縮小

10/12～13 ワールド・コラボフェスタ2021 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

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？

10/16 親子でわいわい星祭 亀山市
鈴鹿峠自然の家　天文台（どー
む）

090-7916-9907
天文台「童夢」で星空観察会が開催
される

10/16～17 稲沢まつり 稲沢市
国府宮参道周辺　　名古屋文理
大学文化フォーラム等

0587-81-5000

～三世代で盛り上がろう～国府宮参
道と名古屋文理大学フォーラムを中
心に繰り広げられる市民参加の秋祭
り
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10/16～17 関善光寺インビテーショナルナイフショー関　市 関善光寺 0575-24-7569
寺院で開催するナイフショ―　　カス
タムナイフ、アウトドアナイフ、時計、
アクセサリーなど

10/17 帆船海王丸総帆展帆 射水市 海王丸パーク 0766-82-5181 ２９枚ある帆をすべて広げる

10/17 手力神社　例祭奉納花火大会 伊賀市 手力神社 0595-22-9670 規模縮小

10/16～17 挙母祭り 豊田市 挙母神社ほか 0565-85-7777 山車の奉納等詳細未定

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 開催未定　　荘川の祭りは中止

10/17 素人チンドン祭 一宮市 萩原町商店街 0586-68-3334

10/17 田貫の棒の手 西尾市 田貫神明社 0563-57-7882 開催未定

10/17 蛭川歌舞伎 中津川市 蛭子座 0573-45-2211 　11:00　開演

10/17 関船祭 紀北町 引本神社 0597-46-3555 重さ「1t」もの船を担ぎ勇敢に練り歩く

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

10/18～22 夫婦岩からの月の出 伊勢市 二見興玉神社周辺 0596-42-1111
１０月～1月の満月のころに、岩の間
からの月の出が楽しめる

10/21～23
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
５０年に一度の特別御開帳！１３００
年前の旧国宝を拝もう（昨年から延期）

10/23 ボケ封じ大祈禱法要 松阪市 東光山神宮寺 0598-43-2228

10/22～24 上野天神祭 伊賀市 三筋町はじめ 0598-43-2228 だんじり巡行と鬼行列は中止

10/2～6 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」　　無観客で神事のみ

10/24 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　　開催未定

10/24
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/下～11/下 名古屋城菊花大会 中　区 名古屋城 052-231-1700

10/29～11/7 三河の菊まつり 岡崎市 岡崎公園 0564-23-6399

10/中～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/中～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 面の木園地の紅葉 設楽町 面の木園地 0536-83-2922

10/下～11/上
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（一部修正）しています。　　また、行事について日時等

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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