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

11/27～9/30
開館4周年特別企画展
　「日本の飛行機づくりと富士
T-１初鷹」

豊山町
名古屋空港1階実機展示エリア
（南側大扉前）

0568-39-0283
日本初の実用ジェット機「富士-T1初鷹
866号機」実機の特別展示！機体には触
れないが至近距離から写真撮影可能

2/24～7/26
明治謎解きアトラクション「江
戸川乱歩の不完全な事件帳

犬山市 博物館明治村 0568-67-0314

明治村の謎解き新シリーズ。名古屋育ち
にして日本の探偵小説の草分け「乱歩」
の世界観をお楽しみください（受付で参加
キットを購入）

3/12～6/12
特別展「大地のハンター
Hunters on　Land　ー陸の上
にも４億年ー」

中　区 名古屋市科学館 052-201-4486
陸に上がって４億年のうちに多様化した
ハンター（捕食者）

3/16～ 東海道新幹線技術の進化 港　区 リニア鉄道館・体験学習室 052-389-6100
精緻な鉄道ジオラマや新幹線の運転シ
ミュレータなどもあり、鉄道のしくみや発
展の歴史を楽しみながら学べる。

3/19～11/13
土日祝

木曽川観光船 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

3/20～11/19
犬山城遊覧船　（鵜飼期間中
は14:30  1便のみ）

犬山市 犬山橋下（乗船場） 0568-61-0057
桜の見ごろに合わせて船上から、桜並木
や国宝犬山城の雄姿を堪能

3/27～6/12 木下大サーカス 中　区 白川公園 052-571-4500
創立119周年世界を感動させた木下大
サーカスが開催！

4/3～6/29
祖父江善光寺東海別院「御開
帳」

稲沢市 祖父江町善光寺東海別院 0587-97-0043
七年に一度の盛儀　　コロナで一年延期
延期されていた信州善光寺の御開帳

4/9～7/3
愛知県陶磁美術館企画展「酒
のうつわーその美、こだわり」

瀬戸市 南山口町　愛知県陶磁美術館 0561-84-7474

古来、神と人をつなぐ媒介であった酒。
「盃を交わす」という言葉があるように、人
は好みの酒器を使い絆を深め酒の器を
楽しんできた

4/16～7/18
企画展Here's a Small World!
小さな車の、大きな言い分

長久手市 トヨタ博物館 0561-63-5151

昭和の軽自動車から令和の電気自動車
迄、1950年代から現代までの全長4ｍ以
下の実車両と、スケールモデルを紹介
し、小型車がモビリティの発展に果たした
大きな意義と魅力を訴求

4/29～6/5 あま市アートヴィレッジ企画展 あま市
七宝焼アートヴィレッジふれあい
伝承館

052-443-7588
七宝職人たちがさまざまな技術を駆使し
て作った過程や技の特徴を詳しく解説

4/29～7/10
かわら美術館企画展「ダ・ヴィ
ンチ没後５００年『夢の実現』
展

高浜市 やきものの里かわら美術館 0566-52-3366

現存する絵画は１６点ほど、うち完全な形
で残っているのは４点しかない。復元プロ
ジェクトが科学的な見地から復元に取り
込んだ作品の展示

5/1～6/5 飛騨の里　端午の節句 高山市 飛騨の里 0577-34-4711 和紙の巨大な鯉のぼりが

5/8～6/6
バラ・花ショウブの庄内緑地
　　　　～初夏の華祭り～

西　区 庄内緑地 052-503-1010
バラは８０種２１００株が植えられており、
花しょうぶは９０００株が植えられている

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

5/上～6/中 なばなの里　バラまつり 桑名市 なばなの里 0594-41-0787

5/中～6/上
ぎふワールド・ローズガーデン
バラ祭り

可児市 旧花フェスタ記念公園 0574-63-7373 （花フェスタ記念公園）改称

5/14～6/5 芝桜まつり 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345

5/14～6/12
初夏の華祭り～バラ・ハナショ
ウブ～

西　区 庄内緑地 052-503-1010
バラ園８０種２１００株　ハナショウブ園に
は９０００株が植えられている

5/15～6/中 奥殿陣屋　バラまつり 岡崎市 奥殿陣屋　花ぞの園 0564-45-7230

5/15～6/10 知立公園花ショウブまつり 知立市 知立公園 0566-83-1111
明治神宮から下賜され、明治天皇、昭憲
太后御遺愛の品種が植えられている

5/15～6/10 知立公園花ショウブまつり 知立市 知立公園　・知立神社外苑 0566-83-1111
明治神宮から下賜され、明治天皇、昭憲
太后御遺愛の品種が植えられている

5/16～6/5 大池公園花しょうぶ祭り 東海市 大池公園 0562-32-5149

5/25～6/7 花しょうぶまつり 豊橋市 賀茂町鎌田 0532-51-2430 300種３７,０００株の花しょうぶが咲き誇る

5/25～6/15 赤塚山公園花しょうぶまつり 豊川市 赤塚山公園 0533-89-8891 100種５０００株が植えられている

5/28～6/11 城下川「花筏」 名張市 旧町　城下川

5/28～6/12 雨を聴く徳川園の和傘 東　区 徳川園、菖蒲田 052-937-8988

徳川園は、池泉回遊式の日本庭園で清
流が滝から渓谷を折り海に見立てた池へ
流れるありさまは、日本の自然現象を象
徴的に凝縮

中部本部管内イベント案内（２０２２年６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。

　　【前月から引き続き】
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5/28～6/12 碧南市花しょうぶまつり 碧南市 油ヶ淵遊園地・應仁寺境内一帯 0566-41-3311 80種１3000株の菖蒲

5/27～6/19 東公園花しょうぶ祭り 岡崎市 東公園 0564-64-1637 １２０種１万株の菖蒲

5/28～7/18 特別展　名刀正宗と相模伝 東　区 徳川美術館 052-935-6262
相模国の刀工・正宗が手掛けた刀剣は、
室町時代以降の武家社会では、贈答に
欠かせない品として高く評価されていた。

5/下～6/上 花しょうぶまつり 豊橋市 加茂花菖蒲園 0532-51-2430

5/下～6/上 斎宮の花ショウブ群落 明和町
斎宮の花ショウブ群落、斎宮跡
歴史ロマンひろば

0596-52-7138

 5/下～6/中 鈴鹿ほたるの里 鈴鹿市 庄野町　芥川及び河次川付近 059-371-0004 環境協力費一人100円

5/下～6/下 鳥川ホタルまつり 岡崎市 鳥川町全域・岡崎市ホタル学校 0564-23-6206

5/下～6/下
伊勢神宮外宮・勾玉池の花菖
蒲

伊勢市 豊川町 0596-24-1111 14000株が美しく咲き誇る菖蒲園

5/下～6/下 ほたるの里　大井谷 熊野市 五郷町 0597-89-0100
ゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメホタルな
どのホタル観賞を楽しめる

 5/下～7/上 なばなの里　ホタルまつり 桑名市 なばなの里 0594-41-0787
ホタルの出現ピークは6月下旬ころまで
営業時間延長

5/下～7/上
かざはやの里～かっぱのふる
さと～[あじさいまつり」

津　市 戸木町かっぱのふるさと 059-255-5755
藤堂多可虎ゆかりの風早池に隣接する
花の名所　56種7万5千本のアジサイが
彩る。

6/1 高座結御子祭（井戸覗き） 熱田区 高蔵結御子神社 052-671-0400

6/1～15 九華公園花菖蒲祭り 桑名市 九華公園・桑名城址 0594-21-5416

6/1～19 稲沢あじさい花祭り 稲沢市 大塚性海寺歴史公園 0587-32-1332
を数えるアジサイがさまざまな彩の花で
園内を飾る

6/1～30 形原温泉あじさい祭り　　 蒲郡市 形原温泉あじさいの里 0533-57-0660

6/1～30 万葉の里公園のあじさい いなべ市 北勢市民会館駐車場付近 0594-72-2200
3500株のアジサイが魅せる、梅雨の風物
詩

6/1～10/15 木曽川鵜飼 犬山市 木曽川うかい乗船場 0568-61-0057 　昼の鵜飼も

6/上～6/下 本光寺紫陽花祭り 幸田町 本光寺 0564-62-1626

6/3～5 夏まちまつり 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838

6/3～30 アジサイまつり 津 市 赤塚アジサイガーデン 059-230-2121 入園料 \500

6/4 合掌家屋の消防訓練 高山市 飛騨の里 0577-34-4711 １３：３０～約４０分

6/4～5 有松絞り祭り 緑　区 有松の町並み、旧東海道一帯 052-621-0111

6/4～19
市民四季の森バラ・アジサイ
まつり

小牧市 小牧市総合公園 0568-76-1191

6/4,11,18,25 マイタウンおいでん 豊田市
市内各所(鞍ヶ池公園、保見運
動公園、始め全15会場）

0565-34-6642
思い思いの衣装と振付で市民一人ひとり
が主役

6/4 萬葉公園  花しょうぶ祭り 一宮市 萬葉公園　高松分園 0586-28-9131
万葉集の題材が多い萩が群生していた
ことにちなんで万葉公園と命名

6/4～5 斎王まつり 明和町 斎宮歴史博物館 0596-52-0054
かって天皇に代わって伊勢神宮に仕えた
未婚の皇族女性「斎王」にちなんだまつり

6/4～5 尾張西枇杷島祭り 清須市 西枇杷島町南松原周辺 052-400-2911
山車５輌、打ち上げ花火は中止、駐車場
なし公共交通機関で

6/5 熱田神宮　例祭（熱田まつり） 熱田区 熱田神宮・神宮公園 052-671-4151

6/5 徳川園山車揃え　 東　区 徳川園、徳川美術館前広場 052-935-8988
筒井町と出来町、５輛の山車の競演
11:00～12:00

6/5 仁吉まつり 西尾市 源徳寺及び福泉寺前道路 0563-32-1141
義理と人情に生きた任侠の男を偲んで行
われる祭り

6/5 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

6/6 丸山千枚田の虫送り 熊野市 丸山千枚田 0597-97-1113 17:30～20:30

6/5 花菖蒲まつり 亀山市 亀山公園しょうぶ園 0595-82-7111

6/8～6/12中 ホタルまつり 西尾市 平原ゲンジホタルの里 090-9903-3098 雨天中止

6/11 たんころりんキャンドルナイト 豊田市 足助一帯 0565-62-1272  8月に先駆け開催(6月はこの日限り）

6/11 きいながしま港市 紀北町 長島港魚市場周辺 090-5453-2182 一般の人が購入できる市が開催される

6/11～12 尾西あじさいまつり 一宮市 御裳神社 0586-62-9111

6/上～6/中 横輪川流域のホタル 伊勢市 横輪川支流沿い 0596-39-1741 注意　蛍は取らない、懐中電灯持参

6/上～6/下 あじさい・見ごろ茶屋ヶ坂 千種区 茶屋ヶ坂公園 052-781-5211

　【　6月1日以降 】
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6/上～6/下 月見の森のあじさい 海津市 月見の森一帯 0584-53-1351
「紫陽花の小径」と呼ばれる石畳の階段
が続く遊歩道に沿って咲き誇る

6/上～7/中 谷汲ゆり園 揖斐川町 谷汲ゆり園 0585-56-3988
約3ヘクタールの敷地に約５０種、３０万
球に及ぶさまざまな色、形のゆりが咲く

6/12 お田植え祭 鈴鹿市 椿大社 059-371-1515

6/13 龍宮社例祭　郷中施 伊勢市 二見興玉神社 0596-43-2020

寛政年間の津波で残った家は５～6軒と
いう損害に近隣同士助け合った災害復
興した村内と海上の安全祈願10：00～
11：00

6/18 お田植え祭 熱田区 熱田神宮 052-671-4151
10:00～緋袴、誹襷、芙蓉の華を模した簪
姿の早乙女4人が古式ゆかしく田舞が奏
せられる

6/19 東員町こども歌舞伎 東員町 東員町総合文化センター 0594-86-2816
歌舞伎の名優「七世松本幸四郎」生誕の
地、第25回記念に十代目をお迎えして
トークショウを併せて開催13：30～

6/19～30 菰野町役場南調整池の蓮 菰野町 菰野町役場 059-391-1129
原産地はインド亜大陸とその周辺で多年
生水生植物です

6/21
夏至祭
　　(本殿祭のみ神職で実施）

伊勢市 二見興玉神社 0596-43-2020
　夏至を基準に５月上旬から７月下旬ま
で夫婦岩の間から朝日が昇る

6/22 赤崎祭 鳥羽市 赤崎神社 0599-25-1157

6/24 お田植え祭 志摩市 伊雑宮 0596-24-0570

6/26 お田植え祭 緑　区 氷上姉子神社 052-621-5935

6/26 お田植え祭 稲沢市 尾張大国霊神社 0587-23-2121

6/下～7/上 関市板取あじさいまつり 関　市 板取２１世紀の森公園 0581-57-2111
公園に３万本のアジサイとグルメ体験
コーナー　　２４㎞のアジサイロードに７万
本

6/30 清水のチョウチンまつり 設楽町 清水・津島神社(西納庫字松下） 0536-62-1000

氏子が奉納したほうずきチョウチンへ灯
を入れて献灯した山車が曳かれ神社へ
奉納された後に［チョウチン取り］が始ま
る

6/30 夏越の大祓式 桑名市 多度大社 0594-48-2037
知らず知らずに身についた罪、穢れを人
形に託し拭い去る

6/30 夏越の大祓式(茅の輪くぐり） 鈴鹿市 椿大神社 059-371-1515
紙で作られた「形代」を事故の身代わりと
して、心身や家・屋敷についた罪・穢れ・
災いを祓い清める

6/30 夏越の大祓式 大紀町 頭之宮四方神社 0598-72-2316
大宮司以下の神職・らくしを祓い清める
　14：00～

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。

＜3/3＞


