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

7/23～3/31
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」をｺﾝｾﾌﾟﾄに体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提供

9/1～2/28 犬山　秋冬旅2022 犬山市 犬山市内全域 0568-61-6000
紅葉ルートバス（予約不要）紅葉の絶景
を愛でる桃太郎紅葉船【11/19～29】など
犬山の城下町を散策

9/17～2/28 テクテク豊橋ブラ散歩 豊橋市 豊橋市内 0532-53-2134
電車・バスを利用して、豊橋の名所やグ
ルメスポットを巡る

10/1～3/12 蟹江・映像謎解きラリー 蟹江町 蟹江町内一円※周遊約5キロ 0567-58-3310
日本探偵小説の黎明期に活躍したミステ
リー小説家小酒井不木の原作を町内3カ
所で映像を見ての謎解き

10/1～3/26
おかざき世界子ども美術博物
館「子供たちのアール・ブ
リュット2022」

岡崎市 おかざき世界子ども美術博物館 0564-53-3511

公共施設では初めてとなる障害のある子
どもたちの作品を紹介する常設展を開催
しています。後期展示は表現活動が未来
へつながる思いが込められています。

10/8～2/26
名古屋港水族館　見たい！
見せたい！　あの特別展をも
う一度

港　区
名古屋港水族館　南２階エントラ
ンスホール

052-654-7080

開館３０周年を記念した特別展として過
去に開催してきた全４２回の特別展のう
ち飼育係が好評と感じた５つの特別展を
厳選

10/15～4/11
INAXライブミュジアム企画展
「Fashion On Tiles－あの時
代、この国のおしゃれさんー」

常滑市
INAXライブミュージアム
「土・どろんこ館」企画展示室

0569-34-8282

収蔵する人物文タイルから８０余点を厳
選し、そこに見られる服飾をタイルの用途
や技法、さらには文化的背景などに触れ
ながら読み解く

11/1～3/31 合格招き猫の展示 常滑市 名鉄常滑駅構内 0569-34-8888

改札前に肉球をざらざらに加工した「合
格招き猫」を展示　受験生に、肉球を触っ
てもらうことで「滑らない」縁起を担ぎ合格
を祈願

11/11～4/16
トヨタ博物館企画展「WRC　日
本車朝鮮の軌跡　再び！」

長久手市 トヨタ博物館文化館２階 0561-63-5151

世界中の公道を舞台に市販車ベースの
競技車両で戦われるWRCにおける日本
車挑戦の歴史を代表的な参戦車両で紹
介

11/12～2/27 Waoランド（冬季） 犬山市
日本モンキーセンター　Waoラン
ド

0568-61-2327

Waoランドでは、しましましっぽのワオキ
ツネザルが住む施設に入り、間近で猿た
ちのストーブに当たり暖をとる姿などを観
察できる

11/26～4/9
あいち航空ミュージアム開館5
周年記念特別企画
「Always with Blue]

豊山町 あいち航空ミュージアム 0568-39-0285
～大空へのあこがれをブルーインパルス
と共に～実機を展示します

12/1～2/28
愛知のてっぺんで遊ぼう　‼
　　とよね村 里山体験BOOK

豊根村 豊根村観光協会 0536-87-2525
とよね里山体験BOOKが完成しました！
四季の変化を五感で感じられる、自然豊
かな豊根村。

12/3～2/19
NAKED  FLOWER  TOWER
愛知の花と夜景を楽しむ冬の
アート体験

中　区
中部電力MIRAI  TOWER（旧名
古屋テレビ塔）９０mスカイデッキ

052-971-8546

屋内展望台「ｽｶｲﾃﾞｯｷ」で夜景を旅する展望台
『NAKED FLOWER TOWER』が開催されます。
展望台がお花に包まれるとともに360度の夜
景

12/3～3/5
西尾市岩瀬文庫　企画展
「古城―失われた城の記
録ー」

西尾市 岩瀬文庫 2F企画展示室 0563-56-2459

１７５／40,000　「城」と聞くと天守や石垣
を想像、幕末時には175カ所　多くは戦国
時代に役割を終え廃城ととなり「城跡」
「古城」と呼ばれ存在は次第に忘れられ
ていきました。‥‥

12/3～3/5
冬季企画展「わくわく鉄道博
物館2022　名鉄特急とジオラ
マの世界」

岡崎市 おかざき世界子ども美術博物館 0564-53-3511

今回は、名鉄として親しまれている名古
屋鉄道を取り上げます。運転席を２階に
して全面展望台とした画期的な電車７００
０系パノラマカーその伝統は？

12/3～3/12 豊田合成リンク（オアシス21） 東　区 オアシス21　銀河の広場 052-331-9966 氷じゃないスケートリンク

12/9～2/28
豊田お城巡り！　ご城印プロ
ジェクト

豊田市
古瀬間城址、丸根城址、小渡城
址、松平城址、大給城址

0565-85-7777
ツーリズムトヨタ

参加は、いこまいるとよた「豊田お城巡
り！御城印ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ詳細ページから

12/10～3/31
旭高原元気村　雪そりゲレン
デ

豊田市 旭八幡町根山 0565-68-2755
人口造雪機により、近場で雪遊びが楽し
める

12/17～2/26 のんほいパーク　冬イベント 豊橋市 豊橋市総合動植物公園 0532-41-2185
もっと体間 ‼　もっと元気！ 冬の動物た
ち「ちょびっと飼育員体験」（期間中の土
日１月2～9を除く）

12/24～3/下 茶臼山高原スキー場 豊根村 茶臼山高原スキー場 0536-87-2345 愛知県内から1日中楽しめるのがﾎﾟｲﾝﾄ

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/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 凍てついた「たるまの滝」を幻想的に

中部本部管内イベント案内（２０２３年２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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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（２０２３年２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/下～2/末
栃尾温泉洞谷雪桜ライトアッ
プ

高山市 奥飛騨温泉郷栃尾温泉 0578-89-2614 冬のイルミネーション

12/下～3/末 福地温泉青だるライトアップ 高山市 奥飛騨温泉郷栃尾温泉 0578-89-2614 奥飛騨に現れる幻想的な氷の芸術

1/7～3/25
期間中土曜

下呂温泉花火物語 下呂市 下呂大橋下流・飛騨川河畔 0576-25-4711 ２０：３０から１０分間　＊雨天決行

1/2～2/19 寒を遊ぶ徳川園の冬牡丹 東　区 徳川園 052-935-8988 冬牡丹の展示　10:00～16：30

1/4～4/2 渥美半島菜の花まつり 田原市
「伊良湖菜の花ガーデン」ほか渥
美半島一帯

0531-23-3516

1/10～2/28 飛騨の里「冬のライトアップ」 高山市 飛騨の里 0577-34-4711 焼き餅・漬物の振舞い予定

1/14～3/14
愛知県美術館・豊田市同時期
開催コレクション展美術館

東　区 愛知県美術館 052-971-5511 「徳冨　満ー―テーブルの上の宇宙」

1/15,22,29
2/5,12,19

冬の白川合掌造り集落ライト
アップ

白川村 合掌造り集落 05769-6-1013
ライトアップ17:30～19:30
　駐車場利用は要予約

1/21～3/5
名古屋市博物館企画展
「戦前を生きる　収蔵品が伝え
るココロ」

瑞穂区 名古屋市博物館 052-853-2655
社会の「当然」が今と違っていた頃
※太平洋戦争終戦までの時期の日本
を、「戦後」に対する「戦前」として扱う

1/21～3/5
収蔵品展「桃の節句　ひな祭
り展」

知多市 知多市歴史民俗博物館 0562-33-1571
親王飾りや御殿飾りなど、主に知多地方
の家庭で飾られた江戸時代から平成時
代までのひな人形を展示します。

1/21～2/3 おかげ横丁　節分の市 伊勢市 宇治中之切町（おかげ横丁）　 0596-23-8838
節分に”良い一年となりますように”と願
いを込めて毎年恒例の「おかげ横丁節分
の市」を開催

1/26～3/5 旧市川家住宅のひなまつり 日進市 旧市川家住宅 0561-73-4190
かわいらしいお雛様飾りの前で記念撮影
はいかが！期間中、木・金・土・日・祝

1/28～2/14
デンパーク　バレンタインフェ
スティバル2023

安城市 デンパーク　花の大温室　他 0566-92-7111
「恋人の聖地」デンパークでは、期間中バ
レンタインフェスティバルを開催

1/28～3/26
愛知県陶磁美術館特別展
「ｱｰﾂ・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾗﾌﾂとﾃﾞｻﾞｲﾝ」

瀬戸市 愛知県陶磁美術館 0561-84-7474
料金　一般　￥900　　高校・大学生
￥700　　中学生以下無料

1/下～3/中 うめまつり 豊橋市 向山緑地梅林 0532-51-2430

1/28～2/11 木曽路氷雪の灯り祭 木曽町 木曽福島駅～旧中山道 0264-23-1122
規模縮小により中止会場（木祖村薮原
宿・王滝村・上松町・大桑村）フォトコンテ
スト開催

1/29～3/6 陶のまち瀬戸のお雛めぐり 瀬戸市 瀬戸蔵周辺一帯 0561-85-2730

2/1～5 ヤーヤー祭り（尾鷲） 尾鷲市 尾鷲神社他 0597-23-8261 ２０２３年は神事のみ

2/1～10 新穂高温泉中尾かまくら祭り 岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷 0578-89-2614 大小さまざまな「かまくら」が立ち並ぶ

2/2 お綱掛け神事 熊野市 花の窟神社 0597-89-2229
世界遺産　時をつなぎ、人をつなぎ笑顔
の花開く10:00～

2/2 大鏡餅奉納 稲沢市 国府宮 0587-23-2121
13:00頃、神社の第２大鳥居前に到着。参
道を奉賛会員が曳く。本番の翌日に大鏡
餅が切り分けられ頒布　8：00～

2/3 儺追神事（はだか祭） 稲沢市 国府宮 0587-23-2121
裸男によるなおい笹奉納や、大鏡餅奉納
などが実施される。

2/3 大須観音節分会 中 区 大須観音 052-231-6525

2/3 玉性院節分つり込み祭り 岐阜市 加納天神町　玉性院 058-271-0483

2/3 谷汲山華厳寺節分会 揖斐川町 谷汲山華厳寺 0585-55-2033

2/3 宝光院はだか祭 大垣市 野口　宝光院 0584-91-8326 区間臨時バスあり

2/3 多度大社　追儺祭 桑名市 多度大社境内 0594-48-2037
おにやらいとも言い、鬼をやらう即ち疫鬼
を追い払う祭り。当日副豆まきも執り行わ
れる。

2/3 鬼押さえ節分会 津　市 津観音寺 059-225-4013 奇祭で知られたかっての鬼押さえ行事

2/3 みろく院　星まつり 松阪市 みろく院善福寺 0598-26-0369
火渡り神事、鬼祓い豆まき、餅巻き行事
は中止

2/3～3/3 伊賀上野城下町のおひなさん 伊賀市 上野本町通り周辺 0595-22-9670 なりきりおひなさんも大人気

2/4～5 わんにゃんドーム2023 東　区 バンテリンドームナゴヤ 052-229-6030 要入場料

　　　2月1日以降 

　　以下　笠寺観音2/2,3、荒古観音、龍泉寺、甚目寺、犬山成田山2/2,3、成田山萬福院2/3、津島神社、城山八幡宮、真清田神社、羽田八幡宮、砥鹿神

社、牟婁八幡宮、五社稲荷、岡崎天満宮、菅生神社、岩津天満宮、六所神社、伊賀八幡宮、刈谷市市原稲荷神社、西尾市勝山寺、等各地の節分会の日程

は省略(２日のみ３日のみもあります）　皆様適宜お出かけください
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中部本部管内イベント案内（２０２３年２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。

2/4～26
土日祝

雪まつりin愛知牧場 日進市 愛知牧場 0561-72-1300
大量の天然雪を運んで無料の雪遊び広
場を設置期間中の土・日・祝

2/4～7 名城公園ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ梅まつり 北　区 名城公園フラワープラザ 052-913-0087
館内一面が、梅林をイメージした庭園風
にディスプレイの他、抹茶席、盆栽梅の
即売等

2/5 郡上本染鯉のぼり寒ざらし 郡上市 小駄良川下流 0575-67-0002 10:00～11:00   前日にはライトアップ

2/5 古式日本刀鍛錬一般公開 関  市 関鍛冶伝承館 0575-23-3825

2/5 鬼岩副鬼祭り 瑞浪市 鬼岩ドライブイン（日吉町） 0574-67-0285
鬼岩国定公園に伝わる鬼の窟伝説をもと
にした節分のお祭り

2/5 来振寺　節分星まつり 大野町 宝雲山明星院　来振寺 0585-32-0078
境内の護摩壇に火がつけられ炭火の上
を素足で歩く火渡りに挑戦し除災招福を
祈る

2/5～18 郡上たかす雪まつり 郡上市
ひるがの高原、牧歌の里特設会
場

0575-72-5000
雪像コンテストや雪上ゲームの他雪国な
らではの大きな雪の滑り台でラフティング

2/7 きねこさ祭 中村区 七所社 052-412-3671

2/7～8 八日戎 名張市 鍛治町蛭子神社 0595-64-1000

2/4～4/2 尾張徳川家の雛まつり 東　区 徳川美術館 052-935-6262

2/8、18、28 東別院手づくり朝市 中　区 東別院境内 052-331-9576

2/上～3/中 岩津天満宮　梅まつり 岡崎市 岩津天満宮 0564-45-2525

2/10～2/11 鬼 祭 豊橋市 安久美神戸神明社 0532-52-5257

2/10～3/15 赤塚山公園 梅まつり 豊川市 赤塚山公園 0533-89-8891

2/11 オコワ祭 あま市 七宝町下の森八幡神社 052-442-8522

2/11 瀧山寺　鬼まつり 岡崎市 瀧山寺 0564-46-2296

2/11～3/12 佐布里池　梅まつり 知多市 佐布里池梅林 0562-51-5637

2/11～12 田峯田楽 設楽町 田峯観音（設楽町田峯字鍛冶沢） 0536-62-1000
一部省略〈一般公開なし昼田楽なし・夜
田楽無観客）

2/12 一ノ瀬獅子神楽 度会町 度会町脇出　一ノ瀬神社 0596-62-2416

2/12 鳥羽の火祭 西尾市 鳥羽神明社 0563-56-2459
禊ぎ出発15:00頃～　禊ぎ15:30頃～　点
火20:00頃～

2/19～3/19 大縣神社梅園梅まつり 犬山市 大縣神社 0568-67-1017
しだれ梅の見ごろに合わせて、盆梅や生
け花が彩を添える

2/11～3/12 中馬のお雛さんin足助 豊田市 足助の古い町並み一帯 0565-62-1272

2/15～25 平湯大滝結氷祭り 高山市 奥飛騨温泉郷 0578-89-3030 ライトアップ19:00～21:00

 2/12 黒倉田楽 設楽町 黒倉神社(平山字釜の沢） 0536-62-1000 豊穣を祈る祭り　13:00～15:00

2/18 開運出世馬頭観音大祭 知多市 大智院 0569-42-0909 大祭9:00～15:00　　持ち投げ16:00～

2/18 谷汲山華厳寺　豊年祈願祭 揖斐川町 谷汲徳積地区 0585-55-2020
旧名鉄谷汲駅前11:00/町営門前駐車場
13:00/華厳寺仁王門前/14:00

2/25～5/21
愛知県美術館・豊田市同時期
開催コレクション展美術館

豊田市 豊田市美術館 0565-34-6610 「徳冨　満ー―テーブルの上の宇宙」

2/25 飛騨神岡　初金毘羅宵祭 飛騨市 神岡町市街地 0578-82-2253 だるま供養11:30～　行列スタート18:00～

2/18～3/3 おかげ横丁　ひなまつり 伊勢市 おかげ横丁一帯 0596-23-8838
十二単の衣装で記念撮影を楽しめる「お
ひなさまに大変身」や雛あられ造り等

2/18～3/下
鈴鹿の森庭園しだれうめまつ
り

鈴鹿市 鈴鹿の森庭園 059-371-1777

2/26 どぶろく祭 大府市 長草天神社 0562-47-2111 午前10:00～

2/24 汗かき地蔵祭り 志摩市 大王町波切堂の山薬師堂 0599-72-3174 地蔵は吉事に白汗、凶事に黒汗をかく

2/26 武四郎まつり 松阪市 松浦武四郎記念館 0598-56-7905 「北海道」の名付け親

2/上～３/下 岩津天満宮梅開花 岡崎市 岩津天満宮 0564-45-2525

2/中～3/中 岐阜市梅林公園　梅の開花 岐阜市 梅林公園 058-214-2184

2/26 カッチン玉祭り 東  区 六所神社 052-711-3609
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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（２０２３年２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。

2/25～26
名古屋キャンピングカーフェア
2023SPRING

常滑市 Aichi Sky Expo  展示ホール
災害時に役立つ車としても注目を集めて
いるキャンピングカーの見本市

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。

➤ 中村区「名駅通りイルミネーション」 11/9～1/9☎　052-585-2861 　➤ シンフォニー豊田ビル　11/9～2/28   ☎052-584-7111

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

➤ 栄ミナミ・大須ウインターイルミネーション 11/18～2/26   ☎ 052-241-9804

➤ 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

➤ アスナル金山ウインターイルミネーションは金山南ビル美術館棟で開催される「ゴッホ・アライブ」とコラボレーション  12/10～3/5

➤ 小牧駅周辺イルミネーション  12/1～2/15　☎ 0568-76-1173

➤ とよはしキラキラ☆イルミネーション2022　 11/12～2/14  ☎ 0532-55-8101

➤ ラグーナイルミネーション「光のラグーン」　11/5～2/28　☎ 0570-09-7117

➤ 各務原市　学びの森イルミネーション  12/3～2/14 　☎058-383-9925

➤ 冬の飛騨高山ライトアップ　12/1～2/28  ☎0577-36-1011

　　　　＊　各地の初詣及び関連情報は、省略します。　適宜お出かけください

　　＊　少なくなったとはいえ、イルミネーションは、残っています詳細は以下の通りです。

＜4/4＞


