
開催日 祭やイベントの名称 問い合わせ先       備                      考

【前月から】

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！

7/24～2/28 NAKED SKY CRUISING 中　区
中部電力MIRAI TOWER（名古屋
テレビ塔）屋内展望台

052-971-8456

夜景を旅する展望体験、展望台の窓面
前面に演出されるプリジェクションマッピ
ングの映像では、タワーの展望台がク
ルージングシップとなって幻想駅で迫力
ある体験を楽しむ

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

9/11～12/12
博物館明治村×「ウォーリー
を探せ！」～ウォーリー、時間
旅行中～

犬山市 博物館明治村 0568-67-0314

ウォーリーや仲間を探して謎を解決する
謎解きゲームを始め、搭乗キャラクターを
イメージしたコラボグルメ、ウォーリーとタ
イミングを合わせて記念撮影する体験型
デジタルアトラクションなど

9/19～3/31 木下大サーカス　豊川公演 豊川市 名鉄　八幡駅前特設会場 0533-95-1800
創立119周年世界を感動させた木下大
サーカスが30年ぶりに東三河エリアにて
開催！

10/1～3/31 竜の子街道　御蔵印めぐり常滑、半田 碧南、西尾４都市の蔵元１７蔵 0563-65-2169
四市を合わせた形が「タツノオトシゴ」に
似ていることから「竜の子街道」とよばれ
ている　御蔵印は蔵元１７蔵で販売

10/2～12/19
トヨタコレクション企画展「命と
向き合った医師たちの挑戦」

西　区 トヨタ産業技術記念館 052-551-6115
「トヨタコレクション」は日本のモノづくりの
源流ともいえる貴重な科学技術資料です

10/8～1/23
第１０回穂っとネット東三河
フォトコンテスト

中村区
穂っとネット東三河キャンペーン
事務局

052-586-8575
今年のテーマ『１０年後のあなたに伝えた
い東三河』　応募フォームへアクセスして
JＰＥＧ方式で応募　　　締め切り1/23

10/10～12/12
リアル謎解きゲーム「もう一つ
の名茶碗」

瀬戸市 愛知県陶磁美術館 0561-84-7474
期間限定で特別展示される茶の湯の名
碗「大井戸茶碗有楽井戸」にまつわるリ
アル謎解きゲーム

10/16～12/5
２０２１リニモ秋色ウォーキング
　8：30～11：30（スタート）～
14:30（ゴール）

長久手市 リニモ沿線施設 0561-61-6238
10/30 杁ヶ池公園駅⇒長久手古戦場駅
11/14 愛環鉄道瀬戸口駅⇒地球博記念
公園駅　11/27　芸大通駅⇒藤が丘駅

10/23～1/31 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）

10/30～4/17
トヨタ博物館企画展「激走‼2.5
ヴゥオオ―ン‼　WRC日本車挑
戦の軌跡」

長久手市
トヨタ博物館文化館２階企画展
示室

0561-63-5151
FIA世界ラリー選手権における日本車挑
戦の歴史を７社１２台の参戦車両を一堂
に展示紹介

11/3～12/5 大矢田神社　もみじ谷 美濃市 大矢田神社 0575-35-3660 紅葉の見ごろ/11月中～下

11/6～12/5 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

11/6～12/5
企画展「竹内一起　四季折々
の美」

知多市 知多市歴史民俗博物館 0562-33-1571
知多郡岡田町に生まれ、昭和初期から
戦後にかけて、日本の四季を描いた日本
画家竹内一起の作品

11/13～12/5 東山動植物園　もみじ狩り 千種区 東山動植物園 052-782-2111

11/13～12/5 小原四季桜まつり 豊田市 小原ふれあい公園（メイン） 0565-65-3808

11/上～12下 みたけの森の紅葉 御嵩町 みたけの森 0574-67-0037
展望台からは金峰山、恵那山や伊吹山
が一望でき紅葉に包まれた景観を！

11/11～12/10
紅葉の見ごろ金生山明星輪
寺

大垣市 赤坂町　金生山　明星輪寺 0584-71-0124 濃尾平野を一望できるスポット

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高
い紅葉スポット

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・物産展中止

11/中～12/上 谷汲山華厳寺の紅葉 揖斐川町 谷汲山華厳寺 0585-22-2111 日本最古の観音霊場

11/中～12/上 博物館明治村の紅葉 犬山市 明治村 0568-67-0314

11/中～12/中 紅葉とイルミネーションの競演 桑名市 なばなの里 0594-41-0787 錦秋の絶景！鏡池が大人気

中部本部管内イベント案内（２０２１年１2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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中部本部管内イベント案内（２０２１年１2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。

10/16～12/5
２０２１リニモ秋色ウォーキング
　8：30～11：30（スタート）～
14:30（ゴール）

長久手市 リニモ沿線施設　 0561-61-6238
11/14 愛環鉄道瀬戸口駅⇒地球博記念
公園駅　11/27　芸大通駅⇒藤が丘駅
12/5 はなみずき通駅⇒公園西駅

11/20～12/5 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（実施未定）

11/20～12/12
開園３０周年記念『景の園』観
楓会

熱田区 白鳥庭園 052-681-8928
夜間開園日（金・土・日・祝）の　ライトアッ
プは日没から始まる

11/20～1/10 河川環境楽園　冬の楽園際 各務原市 アクアトトぎふ 0586-89-7023
キャンドルないと/17:00～21:00  12/13休
園

11/21～12/18 積田神社の紅葉 名張市 積田神社 0595-64-0735
大銀杏の落ち葉が参道を黄金色に染め
る

11/23～12/7 網掛山もみじ谷の紅葉 大紀町 網掛山もみじ谷登山道 0598-86-2243 山全体に自然が残る珍しい山

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時～16時30分

11/27～12/5 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

11/27～12/5 普門寺　もみじ祭り 豊橋市 普門寺 0532-41-4500 文化財御開帳・焙烙灸中止

11/28～12/12 聚楽園公園もみじまつり 東海市 聚楽園公園内 0562-32-5149 大仏ライトアップは12/5まで）

11/下～12/上 そぶえイチョウ散策 稲沢市 祖父江町山崎一円 0587-22-1414

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

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/下～12/上 滝頭公園の紅葉 田原市 滝頭公園 0531-22-3936

11/下～12/上 粥見のさざんか 松阪市 飯南町粥見 0598-32-2511
天然記念物個人所有（三重の巨樹・古
木）

11/下～12/上 瀞峡の紅葉 熊野市 瀞峡（瀞八丁） 0597-89-4111 紀伊半島随一と言われる渓谷美

　　12月1日以降 

12/1 新嘗祭・愛宕社大祭 鈴鹿市 椿大社 059-371-1515 神事のみの可能性

12/3～4 西光寺　酉の市 豊橋市 西光寺 0532-52-4203 家内安全、商売繁盛、開運招福

12/4 秋葉の火渡神事 小牧市 福厳寺 0568-79-2183 時間短縮

12/4 夫婦岩大注連縄張替神事 伊勢市 二見輿玉神社 0596-43-2020 10:00～11:30

12/4～2/14 学びの森イルミネーション 各務原市 那加雲雀（学びの森） 058-383-1111
20万球の光で真っ白な雪の並木道を演
出

12/5 敢国神社おんまつり 伊賀市 一の宮877 0595-23-3061 獅子神楽

12/5 古式日本刀鍛錬一般公開 関 市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704 　10:30　・  14:00

12/7～26
東山スカイタワー　クリスマス
ライトアップ

千種区 東山スカイタワー 052-781-5586
ライトアップ　日没～21:00  展望室からは
「日本夜景遺産」の夜景を望むのも

12/11～12 GIFUクラフトフェア 岐阜市
アクティブG、岐阜シティタワー
43、JR岐阜駅、北口駅前広場

058-269-3333

岐阜の伝統工芸が体験できるワーク
ショップや職人の技に実演などモノづくり
の魅力が発信されます。「岐阜のパンマ
ルシェ」も同時開催される

12/11 池ノ上みそぎ祭 岐阜市 葛懸神社 058-232-8770 13::30開始  みそぎ15:00

12/11～28 おかげ横丁歳の市 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

12/14 吉良公毎歳忌 西尾市 華嚴寺 0563-35-0935

12/15～31 年の瀬市 高山市 宮川朝市 0577-32-3333 陣屋前朝市は,12/27～31

12/16 秋葉の火渡神事 熱田区 円通寺 0120-560-566

12/16 秋葉の火渡神事 天白区 平針秋葉山滋眼寺 052-801-0016

12/19 SUN！3！サンデー！ふれあい市南伊勢町 南伊勢町町民文化会館 0599-66-1717
新鮮で安心・安全な農林水産物や地場
産品を販売

12/19 長松寺どんき 豊川市 長松寺 0533-75-2475

12/20 うの宮神社秋祭り 伊賀市 うの宮神社 0595-59-2065
伊賀で一番遅い秋祭り　560kgもの神輿
を担ぎ１２５段の石段をあがる

12/22 こよみのよぶね2021 岐阜市
鵜飼観覧船乗り場付近～長良川
右岸プロムナード

058-294-7671
巨大な数字の行灯を屋形船に乗せ、金
華山の麓の長良川に流す。

12/22、25～
1/30（土日祝）

冬の風物詩「たき火にあたる
サル」

犬山市
日本モンキーセンター　モンキー
バレイ

0568-61-2327
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中部本部管内イベント案内（２０２１年１2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。

１２/中～２/上 面ノ木原生林の樹氷 豊田市 面ノ木園地 0565-83-3200

12/23 志多ら　コンサート 半田市 福祉文化会館雁宿ホール 0536-76-1708
プロ和太鼓集団が心揺さぶる舞と太鼓を
演奏　　¥4,500　当日券500円増し

12/24 伊勢太神楽 桑名市  増田神社 0594-21-5416
伊勢の御札を配ったとされる桑名市の伝
統芸能（重要無形民俗文化財指定）

12/25 名古屋港ⅩMASHANABI 港　区  ガーデン埠頭 052-212-1603 全席指定（11/1発売開始）

12/25～26 志多ら　コンサート 東栄町 花祭会館 0536-76-1708
プロ和太鼓集団が心揺さぶる舞と太鼓を
演奏　　¥3,500　当日券500円増し

12/下～2/末 タルマかねこおりライトアップ 高山市 奥飛騨温泉郷 0578-89-2614

12/27 御滝注連縄張替 那智勝浦町  飛龍神社 0735-55-0321

12/31 関善光寺　除夜の鐘・大福引 関　市 関善光寺　　　　　 0575-22-2159

境内にある鐘は、中国の明の時代のもの
で重さが2.5Tあり、裾が開き気味の風鈴
型で県の重要文化財に指定、住職が一
回撞いた後参詣者も撞くことが出来る

12/31
東光山神宮寺　除夜の鐘・年越
新年祈祷

松阪市 東光山神宮寺 0598-43-2228
参詣者も撞くことが出来る、午前0時から
は本堂で新年祈祷　守矢の授与も！

12/31 ねぎたき 志摩町 片田稲荷神社 0599-46-0570
神社のお燈明の火を松明に受けて、浜に
積んだ年木に移して燃やし占う

12/31 大祓（内宮） 伊勢市 伊勢神宮（内宮） 0596-24-1111
15:00深淵を迎えるにあたり、大宮司以下
の浸食・学資を祓い清める儀式

　　コロナ禍で自粛が叫ばれていたイベントもぼちぼちとニュースが入り始めました。今年も数が少なくなったといえ、イルミネーションは各地で開催されていま

す。

▼稲沢イルミネーション 11/6～12/25　☎ 0587-32-1332           　　　　　　▼ラグーナイルミネーション「光のラグーン」　11/6～2/28　☎ 0570-09-7117

▼栄ミナミ・大須ウインターイルミネーション 11/9～1/中旬  ☎ 052-241-9804　                ▼広小路イルミネーション11/9～1/中旬　☎　052-955-6101

▼中村区「名駅通りイルミネーション」 11/10～1/10 ☎　052-585-2861   　 ▼シンフォニー豊田ビル　イルミネーション　11/10～2/14 ☎ 052-584-7112

▼西区「名古屋ルーセントタワーウィンターイルミネーション」  11/10～1/31　☎　052-588-7788

▼中区「ナディアパーククリスマス」 11/13～3/21　☎ 052-265-2199

▼アスナル金山ウインターイルミネーション「Lignt of Hope～希望の先へのはじまり～」 11/11～2/20  ☎  052-324-8577

▼星丘テラス　ウィンターイルミネーション2021　11/13～2/28　☎　052-781-1266

▼刈谷市「刈谷駅イルミネーション」　11/中旬～12/下旬　☎　0566-23-4100

▼一宮市「ツインアーチ」のメリークリスマス11/13～12/26、1/2～3　☎ 0586-51-7105

▼江南市「すいとぴあ江南ウインターイルミネーション」  11/15～1/31　☎ 0587-53-5111

▼名張市赤目四十八滝「赤目渓谷幽玄の竹灯」 11/23～1/3 ☎10595-41-0469

▼岡崎市イエヤスコウイルミネーション2021  11/27～1/10　☎　0564-24-2204

▼冬の光物語　海津市木曾山川公園　11/27～12/26　☎ 0584-54-5531　　　　　▼城下町大垣イルミネーション　11/27～1/31 ☎ 0584-81-4111

▼あま市イルミネーションフェスタ in あま　2021 11/下旬～1/上旬　☎ 0584-54-5531

▼港区「名古屋港シートレインランドウインターイルミネーション」　12/1～2/27　☎ 052-661-1520  ▼冬の飛騨高山ライトアップ　12/1～2/28 ☎0577-32-3333

▼福地温泉　青だるライトアップ　12/下旬～3/下旬　☎0578-89-2614  　　　▼紀宝町ふるさと資料館「光の祭典in紀宝」　12/1～1/5　☎ 0735-33-0334

▼安城市「デンパーク　ウィンターフェスティバル」　12/5～1/17　☎ 0566-92-7111 　　　　       　など盛り沢山　適宜撮影にお出かけください。

中止となった　イルミネーション関連行事

      ▼きらめき明治村　2021　　　　　　　▼刈谷ハイウエイオアシス　ロマンティックイルミネーション
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