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

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

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
中。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。

10/15～4/11
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
本車挑戦の軌跡　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での日本車挑
戦の歴史を代表的な参戦車両で紹介

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

12/3～3/5
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

12/10～3/31
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/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

1/14～4/2 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
見て！食べて！遊んで！満足の渥美半
島の花まつり！

1/1～3/5
名古屋城西の丸御蔵城宝館
企画展「家康とごはん　名古
屋城でいただきます」

中　区 西の丸御蔵城宝館 052-231-1700
本丸御殿で饗応膳を準備した上御膳所
の障壁画はじめ、食にまつわる名古屋城
伝来品の数々を紹介

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

1/14～3/14
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」

1/21～3/5
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。

1/21～3/12
刈谷市美術館　コレクション展
「いきものばんざい！」

刈谷市 刈谷市美術館 0566-23-1636
絵画や絵本に登場する魅力あふれる「い
きもの」が大集合！

1/21～3/12
あいち朝日遺跡ミュージアム
企画展「あいちの発掘調査
2022」

清須市 あいち朝日ミュージアム本館 052-409-1467
毎年多くの遺跡で発掘調査が行われて
おり、貴重な発見が相次いでいます。

1/21～3/19
冬季企画展
「第４1回ひな人形展」

みよし市 市立歴史民俗資料館 0561-34-5000

子や孫をいつくしみ、その健やかなる成
長を願う気持ちを込めて飾られて来たひ
な人形時代とともに大きくなる変遷を…
…

1/21～5/7
豊田市民芸館特別展「全国の
郷土人形―祈り・願い・美しさ
のかたち」

豊田市 豊田市民芸館 0565-45-4039

節句物、縁起物とした日本各地で製作さ
れた郷土人形高価な人形（衣装人形や
御所人形）に代わり庶民の間で身近な材
料で作られるようになった人形‥‥

1/22～3/3 すいとぴあ江南　ひな祭り 江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5111
笙と胡弓、篠笛の演奏会・まゆびなつくり
など(2/25）

中部本部管内イベント案内（２０２３年３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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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。

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！期間中の　木・金・土・日・祝

1/28～3/5
あま市七宝焼きアートヴィレッ
ジ　企画展「陶磁胎七宝の世
界」

あま市
あま市七宝焼きアートヴィレッジ
企画展示室

052-443-7588
七宝焼きの土台となる素地はほとんどが
渡でできています。土台が陶磁器で作ら
れているものを陶磁胎七宝と帯びます

1/28～3/12
二川宿本陣資料館「ひなまつ
り」

豊橋市 豊橋市二川宿本陣資料館 0532-41-6580
料金　一般　￥400　　小・中・高生￥100
　未就学児　無料

1/28～3/26
愛知県陶磁美術館特別展
「アーツ・アンド・クラフツとデザイ
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

1/28～3/5 岩﨑城特別展「おひなさま」 日進市 岩﨑城歴史記念館 0561-73-8825

1/下～3/中 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

2/1～4/2 下呂温泉合掌村　土雛まつり 下呂市 下呂温泉合掌村内 0576-25-2239
昔懐かしの土雛約2000体が村内の家庭
に展示され、日本の原風景を体感できる

2/3～3/5 春まつり（うめ） 豊橋市 向山緑地内梅林園 0532-51-2430
1.3ヘクタールの敷地内に早咲き・中咲
き・遅咲きの梅２９種類約４００本が植え
られている

2/4～4/2
尾張徳川家の雛まつり
企画展「読み解き近世の書
状」

東　区 徳川美術館 052-935-6262
近世の書状展では　信長・秀吉・家康の
書状の展示とそれぞれの人柄やエピソー
ドを解説

2/4～3/12
（土、日、祝）

旧内田け住宅　企画展「雛の
彩」

南知多町 大字内海字南側　旧内田家住宅 0569-65-2880
女の子の幸せを願って飾られてきた、彩
り豊かな雛飾り

2/4～3/19
安城市歴史博物館　特別展
「家康と一向一揆」

安城市 安城市歴史博物館 0566-77-6655

三河一向一揆を中心に、その後の真宗
寺院の動向、本願寺の東西分派から家
康と本願寺のかかわりについて家康の
視点から紹介

2/4～4/3 いなぶ旧暦のひな祭り 豊田市
道の駅「どんぐりの里いなぶ」周
辺～旧街道沿い

052-935-6262

様々なお雛様が皆様をお出迎え
いなぶ地区では旧暦でお祝いする風習
があります。今年はどんなお雛様の展示
になるのか

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

2/7～3/12 旧本田忠次邸のひなまつり 岡崎市 旧本田忠次邸 0564-23-5015 昭和の洋館・忠次邸にも飾ります

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

2/11～3/12
（募集期間）

あいち航空ミュージアム　フォ
トコンテスト

豊山町
展示場所　あいち航空ミュージア
ム　　応募　あいち航空ミュージ
アムWEBサイトへ

0568-39-0283
応募期間　2/11～3/12　17 時必着
トークショウ＆写真講座　4/29 13:00～
15：00

2/11～3/12 中馬のおひなさんin足助 豊田市 足助重伝建の街並みと香嵐渓 0565-62-1272

2/11～3/5 南公園　梅まつり 岡崎市 南公園　葵梅林 0564-52-9095

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

2/11～4/9 「ひな人形と初凧展」 田原市 田原市博物館 0531-22-1720

2/11～4/3 うだつの町家のおひな様 美濃市 うだつの上がる街並みを中心 0575-35-3660

2/11～3/中 結城神社　梅まつり 津　市 結城神社 059-228-4806

2/15～3/15 免々田川菜の花・桜まつり 田原市 福江保育園前 0531-32-1251

2/17,18,
3/17,18, 3/24

～4/8,14,15

日本三大稲荷 ・豊川稲荷×
ネイキッドYORU MOUDE

豊川市 豊川稲荷及び周辺商店街 050-3623-4146
豊川稲荷で安心安全なニュースタイル夜
間参拝を楽しめる、幻想的で一期一会な
光演出

2/18～3/5 大高緑地　花梅まつり 緑　区 大高緑地　和風庭園及び梅林周辺052-622-2281
15種約400本の花梅がきれいに咲き誇り
ます。名物【天空展望台】は2/19（日）・２/
２６（日）の二日間開催

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

2/19～3/19 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

2/19～3/5 あげきのおひなさん いなべ市 ウッドヘッド三重 0594-86-7833
昭和の風情が残る街中におひなさまが
展示される、メイン会場では天井まで届く
２２段の雛飾りが圧巻

2/23～3/21 しだれ梅まつり 天白区 農業センター「delaふぁーむ」 052-801-5221

2/23～3/21 川売の梅花祭り 新城市 川売地区 0536-29-0829

2/25～3/12 平芝公園梅まつり 豊田市 平芝公園 0565-33-3475
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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。

2/25～5/21
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」

2/25～5/31
豊田市美術館展覧会「ねこの
ほそ道」

豊田市 豊田市美術館 0565-34-6610
人間と異なる空間感覚や倫理観を持ち、
自由、野生、ﾕｰﾓｱ、ナンセンスあふれ
る、何処か”ねこ”のような現代美術

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

2/上～3/下 岐阜市梅林公園　梅の開花 岐阜市 梅林公園 058-214-2184 ライトアップ　2/10～3/12

2/下～3/上 聖崎公園の河津桜 南知多町 南知多町大井字聖崎

2/中～3/上 安八の梅まつり 安八町 安八百梅園 0584-64-3111

2/下～3/上旬 聖崎公園の河津桜 南知多町 南知多町大井字聖崎

　3月1日以降 

3/1～4/3 飛騨高山雛祭り 高山市 市内各所 0577-32-3333

3/2～4/16
ヤマザキマザック美術館　展覧会
「春の所蔵品展」

東　区 ヤマザキマザック美術館 052-937-3737
ロココ美術の巨匠からピカソへと各時代
を代表する画家の作品を年代順に展示

3/4～5 いなざわ梅まつり 稲沢市 愛知県植木センター 0587-22-1414 植木苗木の販売や俳句大会も

3/4 名張子ども伝統芸能祭り 名張市 アドバンスコープADSホール 0595-63-7892
伝統文化の伝承や発展のために活動し
ている子供たちの発表会13:30～

3/5 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

3/5 荷機稲荷神社初午祭 瑞浪市 稲津町小里地内 0572-67-2222

3/5 小山観音初午祭 美濃加茂市 下米田町　小山観音 0574-26-9133
飛騨側に浮かぶ小島に観音堂が建ち、
馬頭観世音菩薩がまつられています

3/5 東濃歌舞伎中津川 中津川市 東美濃ふれあいセンター 0573-66-0083 10：30～　　　　￥800

3/4～5 初午大祭 松阪市 岡寺山継松寺 0598-21-0965 県内最大の仏教寺院大祭

3/3 幸神社　大祭
度会郡
玉城町

幸神社
地元で”さいのかみ”と呼ばれ親しまれ、3
月の初午の日にご本尊の御開帳や祭典
が執り行われる

3/上～3/中 結城神社　梅まつり 津　市 結城神社 059-228-4806

3/中 オオカンザクラの並木道 東　区 桜通泉二～芳野二 052-934-1123 市内でいち早く花見ができる名所

3/11 お鍬祭り 可児市 白髭神社 0574-28-8772
田おこしから収穫までを面白おかしく
演じ、豊作を祈念し奉納する

3/11～13 神戸の寝釈迦祭 鈴鹿市 龍光寺 059-382-1189
吉山明挑が描いたとされる日本三幅の
一つ大涅槃図が開帳

3/12 名古屋ウィメンズラソン 東　区 バンテリンドーム（スタート/ゴール）0570-55-0661 スタート　9:10

3/12 奈良二月堂松明調進行事 名張市 極楽寺 0595-63-9148 翌年の松明を徒歩で届ける

3/11～12 近江の左義長まつり 近江八幡市 日牟礼神社 0748-327003

3/13 大縣神社豊年祭 小牧市 大縣神社 0568-67-1017
尾張の春を呼ぶ祭りとして有名。五穀
豊穣、国家安康を祈願し大鏡餅奉納

3/12 時又初午はだか祭り 飯田市 天竜川時又港一帯 0265-22-4851 長石寺13：00神輿出発

3/14 東大寺二月堂修二会 奈良市 東大寺 0742-22-5511 松明は1日～14日間

3/15 田縣神社豊年祭　　　　 小牧市 田県神社 0568-76-2906
伝統ある神事、毎年新しく奉製される大
男茎形を厄男が神輿に担ぎ奉納

3/17 不断桜供養会 鈴鹿市 子安観音寺 059-386-0046
一年中花をつける桜として有名。帝が帰
依を桜に込めお歌を詠まれたところから
伊勢型紙が生まれ法要が行われる

3/18～24 讃仏会　春彼岸 津市 高田本山専修寺 059-232-4171

3/18 楊枝薬師祭 熊野市 熊野市楊枝 0597-89-0100 三十三間堂の棟木伝説にかかる祭り

3/3～5 新城ラリー2023 新城市
メイン県営新城総合公園
サテライト　鬼久保ふれあい広場

0536-23-7613
コロナ感染状況による有観客での開催か
無観客の開催かを検討中

3/18～21
全日本ぎょうざ祭り2022春inモ
リコロパーク

長久手市 地球博記念公園大芝生広場 052-728-0475 前売り券発売有

3/18～19
にっぽん城まつりfeat.出張！
お城EXPOin愛知

常滑市
セントレア　愛知県国際展示場
ホールA・会議室L3～L6

052-265-7685
1月下旬からチケットぴあ、イープラス、
ローソンチケットにて販売開始

3/11～12 真桑人形浄瑠璃 本巣市 物部神社 058-323-7764

3/19
五ヶ所湾SUN！3！サンデー
ふれあい市

度会郡
南伊勢町

町民文化会館駐車場 0599-66-1717
南伊勢町の新鮮で安心・安全な農林水
産物や地場産品を販売する青空市
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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。

3/19,25～26 すいとぴあ江南 さくら祭り 江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5111
小彼岸桜が満開になる季節
今年が見納めになるかも？

3/26 財賀寺 知恵文殊まつり 豊川市 財賀町財賀寺 0533-87-3494
文殊菩薩は知恵門殊として有名、学問成
就の願掛けに遠近の人たちで賑う

3/26 春の赤目四十八滝参り 名張市 赤目四十八滝 0595-63-3004
山伏の先導のもと白装束を纏った参加者
が入水し滝禊ぎや火渡りの行を行う
￥3000　予約受付2/1～

3/31 3月みそか寄席 伊勢市 おかげ横丁 0596-23-8838 前売り2,200円　当日2,500円

3/25～4/9 水の都舟下り 大垣市 水門川 0584-77-1535
所要時間　約３０分　大人￥1200　小学
生以下￥600

3/下～4/上 山崎川のさくら 瑞穂区 山崎川（石川橋～新瑞橋） 052-972-2884 ライトアップ日程未定

3/下～4/上 桃太郎さくら祭り 犬山市 桃太郎公園 0568-61-1576

3/下～4/上 大山緑地の千本桜 高浜市 大山緑地 0566-52-2288 ライトアップ日程未定

3/下～4/上
愛知県緑化センター　桜と雪
柳

高浜市 愛知県緑化センター 0565-76-6108

3/下～4/上 カタクリ群生 豊田市 足助町（香嵐渓） 0565-62-1272

3/中～4/上 カタクリ群生 可児市 土田（可児川下流域自然公園） 0574-62-1111

3/下～4/上 鞍ヶ池公園 豊田市 鞍ヶ池公園 0565-80-5310

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。

　　以下　桜の見どころとして　　▼庄内緑地の春の華まつり  　▼鶴舞公園花祭り 　 ▼犬山城の桜  　▼日本モンキーパークの桜　　▼天王川公園の桜 　 ▼

水源公園の桜まつり 　 ▼清洲公園の桜  　▼亀城公園桜まつり 　 ▼洲原公園桜まつり 　 ▼すいとぴあ江南の桜　　▼岩倉桜まつり  　▼三好池の桜　みよし

市　　▼定光寺公園の桜 　 ▼明治村の桜  　▼岡崎の桜まつり  　▼デンパーク「フラワーフェスティバル  　▼岐阜公園長良川堤  　▼すのまた桜まつり 　 ▼

寺尾ヶ原千本桜公園　　▼根尾谷薄墨桜　　▼中将姫誓願桜（岐阜市大洞）　　▼谷汲山華厳寺前の桜　　　▼関善光寺の桜　　▼吉田川の桜（関市旭ヶ丘）

▼朝鳥公園の桜（揖斐川町）  ▼虎渓公園の桜  　▼恵那峡土土ヶ根のしだれ桜  　▼笠松春祭り  　▼小倉公園桜まつり  ▼伊勢神宮の桜 　 ▼湯の山温泉

の桜  　▼青蓮寺湖の桜  　▼赤目十八滝延壽院のしだれ桜 　 ▼エドヒガン桜春谷寺　松阪市 　 ▼松阪公園の桜　　　　など各地で催しが予定されています、

身近なところへ探索にお出かけいただくのも一興かと思います。

＜4/4＞


