
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

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）

4/1～9/30
金曜・土曜

公認先達ガイドと尋ねる知多
四国霊場開山の地参拝と岡
田の古い街並み散策

知多市
最多いいね賞上位３名に知多市
特産品をプレゼント

0562-51-5637

日本三大新四国霊場88ヶ所の開山所で
ある「妙楽寺」をスタートし、知多市刻礼
状公認先達と一緒に3ヶ所の霊場巡りを
します。

4/9～8/30
INAXライブミュージアム　タイ
ル名称統一１００周年記念企
画展

常滑市
INAXライブミュージアム「土・どろ
んこ館」

0569-34-8282

「建物の壁や床を覆う薄板状の焼き物
は、すべてタイルと呼ぼう」陶磁器製の建
築剤の呼称が　「タイル」　に統一されて１
００年

4/22～8/28
ヤマザキマザック美術館特別
展「新野博×西沢伊智朗　自
然を創る

東　区
ヤマザキマザック美術館4階展
示室

052-937-3737
新野　洋は、1979年生まれの現代美術作
家。西沢伊智朗は1959年生まれの陶芸
作家。

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

5/15～11/下 男川やな 岡崎市 そば道場薬膳亭男川やな 0564-82-2089
春から夏にかけ、やなやバーべキュー
が、秋から冬にかけては地元産のそば粉
を使ったそば打ち体験やこんにゃくつくり

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ことで貴重
な体験ができる　(6/27,28はイベント中
止）

5/30～8/31 豊根村里山体験 豊根村 豊根村観光協会 0536-87-2525
夏は涼しく、木陰にいればさわやかな風
に心安らぐ。川遊びや散歩、ナイトサファ
リ、星空観察会など

5/22，6/22,
7/22～8/6

日本三大稲荷・豊川稲荷×ネ
イキッドYORU MOーDE

豊川市 豊川稲荷 050-3623-4146
縁日参りプリジェクト実行委員会主催の
よる詣で19：00～22：00　前売り1300円
当日1500円（中学生以上）

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

6/1～10/15 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

6/4～8/21 ブルーベリー狩り 岡崎市 ブルーベリーファームおかざき 0564-73-9468
中学生以上２５００円　　小学生１５００円
幼児（４歳～）１０００円

6/4～8/28
　「北沢美術館所蔵　ルネ・ラ
リック―アール・デコのガラス
モダン・エレガンスの美」

岡崎市 岡崎市美術博物館 0564-28-5000
ルネ・ラリックはアール・ヌーヴォーのジュ
エリー製作者そしてアール・デコを代表す
るガラス工芸家として頂点を極めた

6/7～9/4
豊田市美術館　「交換するモ
ダン機能と装飾のポリフォ
ニー」

豊田市 豊田市美術館 0566-34-6610 同時開催コレクション展「色、いろいろ」

6/11～11/6 とよね里山スタンプラリー 豊根村 村内の行楽施設18カ所 0536-87-2525 ポンタのスタンプ３個集めて

6/25～9/4
名古屋城振興協会所蔵品展
「火縄銃」

中　区 名古屋城西の丸御蔵城宝館 052-231-1700
1543年種子島に伝来した火縄銃はその
後の日本の戦の在り方を大きく変えまし
た。当時に思いを馳せてみて‼

6/25～9/30
碧南と＃真夏のひんやり案内
スタンプラリー

碧南市 碧年市内飲食店16店舗
0566-95-9894
碧南市観光協会

対象店舗でひんやりグルメを食べてスタ
ンプをゲット！

7/1～8/25 市原稲荷神社　夏詣で 刈谷市 司町8-52（市原稲荷神社） 0566-21-1755

1年の罪汚れを祓い清め新しい年を迎え
る「初詣で」、その始まりから6か月後の
罪汚れを祓い清める「夏越大祓い式が新
しい習慣

7/1～9/30
七宝焼きアートヴィレッジ　七
宝焼き鑑賞＆七宝風船づくり
体験

あま市 七宝焼きアートヴィレッジ 052-443-7588
常設展示室管掌と風船づくりの七宝焼き
製作体験がセットになった夏季限定のプ
ログラム

7/2～8/21 特別展「もしも猫展」 瑞穂区 名古屋市博物館 052-853-2655
「もしも、うちの猫が人のように話したら」
そんな想像をしたことはありませんか。

中部本部管内イベント案内（２０２２年８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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中部本部管内イベント案内（２０２２年８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。

7/9、10、
7/16～8/31、

9/3,4,10,11
水の楽園モンブル 犬山市 日本モンキーパーク 0568-61-0870 屋外レジャープール「水の楽園モンブル」

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

7/9～9/3 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

7/9～8/28
体感するファーブル昆虫展
NAGOYA

中　区 金山（旧名古屋ボストン美術館） 052-229-6030 （テレビ愛知事業部）
プロジェクションマッピングを通じて昆虫
の生態を体感できる展覧会

7/10～8/22 美浜海遊祭 美浜町 小野浦海水浴場ほか 0569-83-6660
御田海水浴場・若松ポートサイドビーチ・
野間海水浴場

7/16～8/28
土日祝のみ

愛岐トンネル群　森のビア
ホール【事前予約性】

春日井市
愛岐トンネル群第3号トンネル周
辺

0568-81-4141
土日祝は

0568-81-1123

庄内川渓谷に沿って1900年開通当時の
まま名越された愛岐トンネル群、特別な
場所で楽しめる「森のビアホール」

7/16～9/4 茶臼山高原inサマー 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2345
標高１３００mの茶臼山高原は天然エアコ
ン‼自然に触れ合えるイベントが盛り沢山

7/16～9/4
刈谷市歴史博物館企画展
「TSUNAGU-蘇るモノたちー

刈谷市 刈谷市歴史博物館　企画展示室 0566-63-6100
博物館法施行70年にあたり、「保存」「活
用」に焦点を絞り耕世に伝えることへの
意義を提示。

7/16～9/4
安城歴史博物館　特別展「怖
～い浮世絵」

安城市 安城市歴史博物館 0566-77-6655
江戸時代の終わりころ、怪談ブームが巻
き起こりました。夜な夜な集まり怪談話を
する「百物語」が流行った

7/16～9/25
名古屋市美術館　展覧会「ボ
テロ展　ふくよかな魔法」

中　区 名古屋市美術館 052-212-0001
国内では26年ぶりの大規模展　ほとんど
が日本初公開作品となるほか《モナ・リザ
の横顔》は世界で初めて公開される

7/16～9/30 おいでん・やな 豊田市 大野瀬町・河川敷広場前 0565-83-3200 鮎のつかみ取り,川遊びなどを楽しめる。

7/16～10/10
こどもミュージアム２０２２「不
思議な美術館の　あぐ」

一宮市 三岸節子記念美術館 0586-63-2892

「こどもミュージアム」は夏休みを含む期
間、子供たちに美術館や三岸節子作品
に親しんでもらうことを目的に実施してい
る教育普及プログラムです

7/16～11/6
豊橋市自然史博物館特別企
画展「ポケモン化石博物館」

豊橋市
のんほいパーク
　（豊橋市動植物公園内）

0532-41-4747

人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズ
に登場する「カセキポケモン」と私たちの
世界で見つかる「化石・古生物」を見比べ
てみましょう！

7/17～8/31 小渡夢かけ風鈴 豊田市 小渡町一体と風鈴寺（増福寺） 0565-68-3653
この時期になると小渡町では、川のせせ
らぎに加えて涼しげな風鈴の音色が待ち
いっぱいに響き渡ります。

7/17～9/4
下山ブルーベリー農園　ブ
ルーベリー狩り

豊田市 和合町田螺池245-1 0565-91-1255
甘酸っぱくて、みずみずしい香りが人気
のブルーベリー。その真髄は摘み立ての
華やかな味わいにあります。

7/17，8/11，
13，14，9/25

岡崎城下家薬草夏祭り 岡崎市
イオンモール岡崎、岡崎公園能
楽堂、岡崎城天守閣前

0564-64-5255
「つながろう家康公」をテーマに、市内全
域が会場の、夏の岡崎一大イベント！

7/16～8/下 内海砂まつり 南知多町 内海 052-265-8108

7/16～8/31
9/3～10/16

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。

7/17～9/4 ブルーベリー狩り 豊田市 下山ブルーべりー農園 0565-91-1255 入園料　大人１０００円　小人５００円

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）

7/30～10/10 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

7/30、8/13 星空観察会「てんくう」 豊根村 茶臼山高原 0536-87-2525
「愛知のてっぺんで星空観察」茶臼山高
原第２駐車場が夜間開放されます。18：
30～22：00雨天中止

　　　8月1日以降 

8/1～10 日本ライン夏祭り納涼花火 犬山市 犬山橋下流 0568-61-6000 20：00～　１０分

8/1 外宮さん　浴衣でお参り 伊勢市 豊川町、本町 090-3257-7674
五穀委豊穣や無病息災を祈る「八朔参
宮」という習慣にちなむ

8/1～4 下呂温泉まつり 下呂市 下呂温泉街 0576-25-4711 その感動は心に刻まれ、魂を揺さぶる

8/1～5 平湯温泉猿満まつり 下呂市 平湯温泉　平湯神社 0578-89-2614
武田家臣が飛騨攻めの際、白猿によって
温泉で元気を取り戻したという伝説に基
づいた祭り

8/1～5
  16～19

相差地曳き網体験 鳥羽市 相差町 0599-33-6411 地曳網体験ができる夏休み早朝イベント

8/5～7 安城七夕祭り 安城市 安城駅周辺 0566-76-5175
祭りは中止ですが七夕関連の装飾展示
や願い事短冊のオンライン募集を検討中
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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
期間中市の無形文化財に指定されてい
る獅子舞「へんべとり」が毎晩実演される

8/6 岡崎家康公夏祭り 岡崎市 乙川・矢作川河畔 0564-64-5255
市内全域が会場の、夏の岡崎一大イベ
ント

8/6 おん祭MINOKAMO2022夏の陣 美濃加茂市
木曽川うかい乗船場緑地ライン
公園

0574-25-2111
３年ぶりに開催されるフィナーレのスター
マイン連続打ち上げや勇壮な和太鼓が
迫力を添える

8/6
夏休み船内特別イベント船内
でフェリーを完成させよう

鳥羽市 伊勢湾フェリー内一般客室 0599-25-2880
伊良湖発9：30，11：50，14：10・鳥羽発
10：40，13：00，15：20

8/6 紀和の火祭り 熊野市 紀和町小川口 0597-97-1113
花火や瀞流太鼓、迫力ある北山砲などイ
ベント火のついた松明を竹籠めがけ投げ
入れる「柱まつりが見もの」

8/6～7
あいちポップカルチャーフェス
ティバル2021

中　区
オアシス21　久屋大通公園　名
護屋TV塔

052-586-4545
愛知県では「ポップカルチャー」を観光資
源として捉え観光の振興につなげる催し

8/6～7 須成祭り 蟹江町 蟹江川 0567-95-1111
　2016年ユネスコ文化遺産登録　　祭り
のときだけ船を通過させるため橋が開平
される

8/6～8/7 瑞浪美濃源氏七夕まつり 瑞浪市 瑞浪市街 0572-67-2222
瑞浪の夏を代表する市民参加型のお祭
り

8/6～8/7
あいちポップカルチャーフェス
ティバル2022

　中　区
ｵｱｼｽオ21ﾋｻﾔｵｵﾄﾞｵﾘﾊﾟｰｸ・ｾﾝﾄ
ﾗﾙﾊﾟｰｸ・ﾃﾚﾋﾞ塔

052-586-4545
アニメ、ゲーム、コスプレ等の総合ポップ
カルチャーイベント

8/6～7 石取り祭り 桑名市 春日神社周辺 0594-21-5416 日本一喧しい祭りで有名

8/6～7 大四日市まつり 四日市市 四日市市中心部 059-354-8481
初日は「踊りの日」として踊り三昧を！　２
日目は「郷土の文化財と伝統芸能」を中
心に楽しんで

8/6～11/6
かわら美術館　高原　洋一版
画展

高浜市
高浜市焼き物の里かわら美術館
2回展示室

0566-52-3366
[気・水・土・火］の四大元素に「時」を加え
たテーマで、版画家・高橋洋一の作品を
中心に紹介

8/7 石上げ祭り　　　 犬山市 尾張富士大宮浅間神社 0568-67-0037
　本宮山との背比べという故事から山頂
に石を運ぶ、夜には花火の打ち上、参加
者が松明を手に駆け降りる火振り神事

8/7 古式日本刀鍛錬一般公開 関 市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

8/7 薪能　くるす桜 郡上市 明建神社 0575-88-2211
静寂と闇の中　金色に輝く拝殿で　継ぐ
和歌の心

8/7 答志島龍神花火 鳥羽市 和具サンシャインビーチ 0599-37-2822
新型コロナで亡くなられた方への追悼、
医療従事者や関係者への励ましの意味
が込められる

8/9 飛騨高山手筒花火打ち上げ 高山市 宮川　弥生橋～宮前橋 0577-32-0380
毎年８月９日・厄の日にちなみ打ち上げ
る人も見ている人にも厄落としができるよ
う願いを込めて打ち上げられる

8/9 井田観音盆踊り（ほうき踊り） 紀宝町 井田観音 0576-33-0334
お盆前の８月９日を「観音様」としてお参
りして先祖の供養のため盆踊りを盛大に
する伝統ある祭り

8/9 四萬六千日 松阪市 岡寺観音 0598-21-0965
「四萬六千日」は観世音菩薩の事で、こ
の日にお参りすると四萬六千回お参りし
たのと同じご利益があるといわれる

8/10,15 綾渡夜念仏 豊田市 平勝寺境内 0565-62-1272

8/11～12 多度大社ちょうちんまつり 桑名市 多度大社 0594-48-2037
社に浮かぶ幾千ものちょうちんが荘厳神
秘にして幻想的な雰囲気へと誘う

8/12～13 中津川夏祭り「おいでん祭」 中津川市 北野町1-28 0573-65-2154
清流中津川の沿岸にてスターマインを含
む１５００発が夏の夜を彩る

中　止 手力の火祭・夏 岐阜市 長良川公園 058-265-4141 迫力ある日の祭典を長良川河畔で再演

8/14 川辺踊り・花火大会 川辺町 川辺町役場前・川辺漕艇場 0574-53-7213
19:30～の４５分間、厄３０００発の打ち上
げ花火と川面の広がる水中スターマイン
が見どころ

8/中～下 キツネノカミソリ 豊田市 稲府町（大栗山ケヤキの森） 0565-83-3200 ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科のｵﾚﾝｼﾞ色の奇麗な花です

8/14 開吹のかぎ万燈 西尾市 万燈山 0563-57-7840
山の西側斜面に「スズミ」と呼ばれる松明
108基が並べられ、ほら貝の合図とともに
点火される。点灯時間　20：30～

8/13～15 足助夏祭り花火大会 豊田市 足助グランド 0565-62-0480
13～14日足助川万燈祭り、14日花火大
会、　15日地蔵祭・燈篭流し

8/14～16 かんこ躍（松崎浦町） 松阪市 松ヶ崎神社 0598-23-7771
元々は元蛭子神社を奉祀する漁民たち
の祭いつしか念仏が残って初盆供養の
踊りとなった

＜3/4＞



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

中部本部管内イベント案内（２０２２年８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。

8/15 この日この時撮影会 全　国 中部本部主催 052-221-0304 応募締め切り　9/5

8/15 麻加江かんこ踊り 度会町 慶林寺 0596-62-2416
音色に合わせて、シャグマ腰蓑を身に着
けた成年男子が、歓呼を鳴らして舞い踊
り、花笠を被った童女が綾踊りを舞う

8/15 信玄原の火おんどり 新城市竹広 竹広信玄塚 0536-22-0673
男衆が直径８０㎝ほどの大きな松明を抱
え振り回す

8/15 乗本万燈 新城市乗本 万燈山（乗本） 0536-23-7655 火おんどりと並んで開催される盆行事

8/15 紀宝町花火大会 紀宝町 鵜殿港 0735-33-0334 ７００発と規模は小さいが迫力は満点

8/20 三好大提灯祭り みよし市 三好稲荷閣 0561-32-8015

8/20 刈谷わんさかまつり 刈谷市 総合運動公園 花火大会は中止

8/20 亀山市関宿納涼花火大会 亀山市
鈴鹿川河川敷（関消防署西側グ
ラウンド）

0595-97-8877 ３年ぶりに開催

8/20 市民夏のにぎわいフェスタ 伊賀市 楽市楽座市内銀座通り・本町通り 0595-21-0527
日中から夜まで家族や友達と楽しめるイ
ベント

中　止 熊野大花火大会 熊野市 七里美浜海岸 0597-89-0100

8/26～28 日本ど真ん中祭り 中　区 市内各地

8/27～28 2022　SUPER　GT　Round５ 鈴鹿市 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ　ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ 059-378-1111
高性能な乗用車であるGTカーをベース
にしたレーシングカーで行われる国際シ
リーズ戦第５ラウンド

8/28 四日市花火大会 四日市市 四日市港富双緑地 059-354-8405
花火とコンビナートが織りなす最高の工
場夜景四日市が輝く日　19：15～20：30

8/31
　愛知県本部主催「第5回日本の
風景ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ」（応募締切）

090-1090-4508 問い合わせ: 宮田・愛知県本部委員長

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。

送付先　朝日新聞社内全日写連中部本部
「第5回日本の風景ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ」係
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