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

　　【前月から】

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
れないが至近距離で写真撮影可能

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ｽﾞ。名古屋育ちで
日本の探偵小説の草分け「乱歩」の世界
観が楽しめる（受付で参加ｷｯﾄ購入）

3/16～1/30 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

4/1～9/30
まるでバリ島⁉トロピカルフ
ルーツのジャングル探検

田原市
トロピカルフルーツのジャングル探
検植物園（小川農園）

052-253-6324
三重交通

090-2262-7154

ジャングル内にあるフルーツが収穫でき
る（フルーツは別途有料）

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

4/23～
ミステリアサーカス「ルノア
レーヴ」

蒲郡市
ラグーナテンボス　ラグナシア
アートシアター

0570-097117

新ライブエンターテイメントショー開演
「サーカス」「ダンス」「プロジェクションマッ
ピング」が融合し、洗練されたラグナシア
の新たなライブエンターテイメントショー
が始まります

4/29～7/18
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

4/29～7/10
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

5/11～7/31
貨幣・浮世絵ミュージアム「狂
歌入東海道―江戸の遊び心」

中　区
貨幣・浮世絵ミュージアム
三菱UFJ銀行名古屋ビル１階

058-262-0104

歌川広重は東海道を最も多く描いた絵師
で、その数は２０種類以上に上るといわ
れている今回は「狂歌入り東海道」とよば
れる全５６点を二期に分けて展示

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

5/28～7/18 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。

5/28～7/18
徳川美術館　企画展「大名の
冠・婚・葬・祭」

東　区 徳川美術館 052-935-6262
時代に伴って変化した、大名家の行事を
紹介　誕生や成長、成人、結婚、長寿を
祝う行事や葬儀など

5/28～9/25 日間賀島ドルフィンビーチ 南知多町
日間賀島サンセットビーチ
　　（西浜海水浴場）

0569-68-3055
自然の海でイルカと触れ合う貴重な体験
ができる　(6/27,28はｲﾍﾞﾝﾄ中止）

 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。

6/1～10/15 木曽川鵜飼 犬山市 木曽川うかい乗船場 0568-61-2727 昼の鵜飼（火・木・土・日）

6/4～7/17 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  （7/30総踊り　7/31花火大会　於
トヨタスタジアム）

6/10～9/25 納涼ビール電車 豊橋市 豊橋駅前⇒運動公園前⇒豊橋駅前 0532-532-2136
トイレは電車内になし、運動公園にてトイ
レ休憩

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/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３万本のｱｼﾞｻｲとｸﾞﾙﾒ体験ｺｰﾅｰ
２４㎞のアジサイロードに７万本

中部本部管内イベント案内（２０２２年７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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　　　7月1日以降 

～7/17
名古屋港水族館ペンギンよち
よちウォーク

港　区 名古屋港水族館 052-654-7080
潮風広場でのんびり暮らすケープペンギ
ンたちが,屋舎を飛び出し芝生広場をよち
よちお散歩！

7/1 海開き（海開き式）篠島 南知多町 篠島サンサンビーチ 0569-67-3700
東海の松島と呼ばれる篠島の海開き10：
00～

7/1～7 つ七夕まつり 津　市 磐田川観音橋周辺 059-227-3806 分散開催

7/1～8/31 養老公園　納涼滝まつり 養老町 養老公園一帯 0584-32-1108
7/1の「滝開き」式では大護摩供養や手
筒花火、雅楽が奉納される

7/1～8/31 養老公園　納涼滝まつり 養老町 養老公園一帯 0584-32-1108
7/1の「滝開き」式では大護摩供養や手
筒花火、雅楽が奉納される

7/2～8/21
名古屋市博物館　特別展「も
しも猫展｝

瑞穂区 名古屋市博物館 052-853-2655
浮世絵師の歌川国芳は天保１２年頃から
猫を擬人化したり役者を猫にした作品を
発表していきます

7/2～7 おかげ横丁　七夕の節句 伊勢市 宇治中之切町 0596-23-8838
「七夕」は、五節句の一つ。おかげ横丁で
は笹の葉揺れる夏空を楽しんでいただこ
うと様々な催しを行います

7/3 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

7/5,13,21 八事山興正寺　縁日 昭和区 興正寺 052-832-2801

7/10～7/24 大相撲名古屋場所 中　区 ドルフィンズアリーナ 052-221-0738

7/7 柴燈大護摩 伊勢市 世義寺（岡本2丁目） 0596-28-5372
日本三大護摩の一つ「ごまさん」と親しま
れる護摩法要

7/8,18,28 東別院暮らしの朝市 中　区 東別院 052-321-9201
宗祖”親鸞聖人”の命日にちなんで、ま
た、東別院の開基である一如商人の命
日にちなんで再発足した「暮らしの朝市」

7/上～下 碧川河口のハマボウ 松阪市
ハートフルみくもスポーツ文化セン
ター

0598-56-7905
「ハートフルみくも」周辺は、三重県下で
北限とされるハマボウの群生地

7/9 日間賀の祇園祭・ほうろく流し 南知多市 日間賀島西浜 0569-68-2388
歴史ある海の供養祭、素焼きの大皿が
海に流される　花火19：00～21：00

7/9 紀の宝みなと市 紀宝町 鵜殿港 0735-33-0336 生産者が直接販売する地産地商

7/9～9/3 郡上踊り 郡上市 八幡町内 0575-67-0002 日本３大盆踊り　徹夜踊は8/13～16

7/9～10 篠島祇園祭・野島まつり 南知多市 篠島町 0569-67-3700 花火大会は前日、当日は船団パレード

7/9～9/25 白鳥踊り 郡上市 白鳥町各商店街 0575-82-5900
４００年以上伝わる伝統的な盆踊り、キリ
コ灯籠の下で踊る独特の形態

7/15～17 西尾祇園祭 西尾市 歴史公園他市街地一帯 0563-57-7840 四百年前から続く歴史と伝統の祭り

7/14 頭の宮四方神社 大紀町 森川町地内花ハス田 0598-72-2316

災害や疫病田畑の害虫発生等鎮めるた
めの神事として行われたのが「天皇祭」
（地域によっては「祇園祭」とも呼ばれる）
の始まり

7/16 松阪祇園祭 松阪市 八雲神社、松阪神社等 0120-348-345
　３つの神社から神輿が繰り出し勇壮に
練り歩く「三社神輿」が見もの

7/16 豊橋祇園祭 豊橋市 吉田神社・豊川河畔 0532-53-5528
16日手筒花火 は無観客にて実施　17日
打上げ花火は中止

7/16～8/28
ラグーナテンボス・花火スペク
タキュラ「フレイム」

蒲郡市 土、日開催

7/16 長良川祭り 岐阜市 神明神社、長良川河畔 058-266-5588 水難防止と鮎供養を兼ねた祭り

7/16～8/31 岐阜城パノラマ夜景 岐阜市 岐阜城 058-263-4853
金華山ﾛｰﾌﾟｳｪｰは、午後10時30まで
ｺﾛﾅ感染拡大により中止の場合あり。

7/17 アスピア玉城夏祭り 玉城町 アスピア玉城 0596-58-8204
ステージでは、ダンスショーや玉丸城太
鼓の演奏その他　10:00～

7/18 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

7/18 おがせ池夏祭り 各務原市 おがせ池 058-383-9925
龍神が眠る神秘な池で夏の夜を彩る打
上げ/19:45～　荒天時は翌日に順延

7/23～8/31 ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ（発表展示） 豊山町 愛知航空ミュージアム 0568-39-0283 定休日（火）

7/23 衣浦みなと祭り花火大会 半田市 衣浦港中央ふ頭沖合海上 0569-23-3111

7/24 常蓮寺太子踊り 飛騨市 神岡町　吉田常蓮寺 0578-82-5025 ３００年以上続く聖徳太子ゆかりの踊り

7/24 愛宕火祭り（神事のみ） 松阪市 愛宕山龍泉寺 0598-21-2931 参詣者が火の上を歩く

7/28～31 織物感謝祭一宮七夕まつり 一宮市 本町商店街中心 0586-28-9131
織物と縁の深い牽牛と織姫にちなんだ織
姫感謝祭
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8/4～8/20 福地温泉夏祭り 高山市 福地温泉昔話の里お祭り広場 0578-89-2614 餅つきは未定

7/23 吉良花火大会 西尾市 宮崎漁港周辺 0563-56-2111
スターマインがフィナーレを飾る、打ち上
げ前には神輿や山車が勇壮に練り歩く

7/27 大垣花火大会 大垣市 揖斐川河畔(東町地内） 0584-81-3330
19：30～20：30小雨決行荒天・増水時は
翌日

7/23 津 花火大会　2022 津 市 阿漕浦海岸一帯 059-229-3234
３年ぶりに復活～Withコロナ時代のプロ
ローグ～観客席間近の打上げ等見どこ
ろ満載

7/23 きほく燈籠祭 紀北町 長島港 080-8705-2612
海の「ねぶた」とも称される巨大燈篭と花
火の競演

7/23
都美恵神社祇園祭　奉納花火大
会

伊賀市 都美恵神社 0595-45-3636
鳥居の上に大迫力の花火が打ちあが
る、翌日の祇園祭には、稚児踊りと花笠
神事

7/23 中川金魚祭 中川区 尾頭橋公園一帯
中川区の一大イベント”夏は祭りだ、未来
は私たちの手に”をテーマに

7/23 春日井市民納涼祭 春日井市 落合公園 0568-85-6617

7/23～24 尾張津島天王祭り 津島市 天王川公園 0567-28-8051
規模縮小して実施
　幻想的な宵祭り、華麗な朝祭り（車楽
船）

7/29 相差・神灯り（石神さん夜参り） 鳥羽市 相差　神明神社 0599-33-0032
満月の夜　私たちの女神にありがとうを，
月立の夜に一つだけの願いを灯す

7/30 名張川納涼花火大会 名張市 名張川左岸 0595-63-9087 強風雨等荒天の場合は翌日に順延

7/30 桑名水郷花火大会 桑名市 揖斐川河畔（鍋谷堤） 0594-21-5416 少雨決行荒天の場合順延

7/30～31 刈谷万燈祭り 刈谷市 秋葉社周辺 0566-23-4100 勇壮な武者人形が宵闇に浮かぶ

7/30～7/31
豊田おいでんまつり（総踊り・花
火大会）

豊田市 豊田スタジアム近辺他 0565-34-6642 総踊りは３０日、花火大会は３１日

7/30～10/10 国際芸術祭「あいち2022」
中・緑区、
一宮市、
常滑市

愛知芸術文化センター 052-971-3111 国内最大規模の国際芸術祭の一つ

7/31 豊浜鯛祭り 南知多町 中洲地区 規模縮小委

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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