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

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

11/11～4/16
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ﾍﾞｰｽの競
技車両で争う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

11/26～4/9
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

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‥‥

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

2/4～4/2
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

2/4～4/3 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
いなぶ地区の旧暦でお祝いする風習。今
年はどんなお雛様の展示になるのか

2/下～4/上 おおぶの桜まつり 大府市 桃山公園 0562-45-6227 約２００本の桜、夜のぼんぼり

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

2/25～5/31
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
人間とは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

2/25～5/21
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」

3/1～4/3 飛騨高山雛祭り 高山市 市内各所 0577-36-1011

3/11～4/9 138タワーパークさくら祭 一宮市 138タワーパーク 0586-51-7105

3/11～4/9 フラワーパーク江南　桜まつり 江南市 フラワーパーク江南 0587-57-2240

3/17～4/9 安城桜まつり 安城市
安城公園、城山公園、日の出公
園、半場川沿い（デンパーク周
辺）

0566-71-2235

 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

3/18～5/7 東山動植物園　春まつり 千種区
東山動植物園、東山スカイタ
ワー

052-782-2111
宵の八重桜さんぽ4/1～9 　20：30まで開
園延長（入園20:00まで）植物園門・星が
丘門のみ入園可能

3/18～4/16
農業文化園戸田川緑地
　　春の物語

港　区 農業文化園戸田川緑地 052-302-5321 1000本の桜の花のリレー

3/18～5/4 常滑の山車祭・春まつり 常滑市
春まつり（祭礼）3/18～5/4
山車祭り 3/25～5/4

0569-34-8888
各地区により異なるので、ネットを参照く
ださい

3/18～5/7 犬山城遊覧船 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

3/20～4/6 新城桜まつり 新城市 桜淵公園 0536-29-0829
ライトアップはありません
写真ｺﾝﾃｽﾄ(撮影期間）3/18～4/9

3/24～5/7 名古屋城　春まつり 中　区 名古屋城 052-231-1700

桜のライトアップや期間限定の特別公開
「西南隅櫓　3/25～3/31」「茶席特別公開
5/1～5/5」[火縄銃実演5/3」「古武道大
会5/5」

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 ライトアップ実施予定（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 3/24～4/5

中部本部管内イベント案内（２０２３年４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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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

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

3/18～5/4 半田春の山車祭 半田市 亀崎地区 0569-32-3264

3/18～19 乙川　4/8～9　岩滑、岩滑新
田、上半田地区、4/15～16 協和、成岩、
西成岩、板山、下半田地区　5/3～4　亀
崎地区（潮干祭）

3/19～4/9 池田サクラまつり 池田町 霞間ヶ渓公園・大津谷公園 0585-45-3111 ライトアップ 18:00～21:00

3/21～4/3 とよかわ桜まつり 豊川市
桜トンネル・佐奈川堤・三津山園
地

0533-89-2206 ライトアップ

3/24～6/4 鶴舞公園花祭り 昭和区 鶴舞公園 052-733-8340 ライトアップ3/24～4/9  18:00～22：00

3/25～4/6 刈谷桜まつり 刈谷市 洲原公園 0566-23-4100 ぼんぼり点灯　日没～21:00

3/25～4/2 各務原市さくらまつり 各務原市 新境川堤および市民公園一帯 058-383-9925
百十郎桜は「日本さくら名所100選」に選
定、　祭り開催は市内公園のみ

3/30 黒川友禅流し 北　区 辻栄橋付近 052-917-6433

3/下～4/上 岩倉桜まつり 岩倉市 五条川畔 0587-66-3400 祭りは中止　区間限定でライトアップ実施

3/下～4/上 奥山田のしだれ桜 岡崎市 奥山田町公民館前 0564-23-6217
持統天皇が御手植えされたと伝う
祭りは中止

3/25～4/9 笠松春祭り 笠松町 笠松みなと公園 058-388-1114 4年ぶりに開催

3/25～5/4 常滑春の山車祭 常滑市
3/25～26 坂井  4/1～,2大谷、
小鈴谷各地区

0569-34-8888
4/15～16常滑、西之口、矢田、多屋
4/16古場　4/29～30小倉　5/3～4大野

3/下～4/上 赤目延壽院しだれ桜 名張市 赤目町長坂(赤目四十八滝） 0595-63-3009 開花状況により変更有

3/下～4/上 相川水辺公園　桜まつり 垂井町 相川水辺公園 0584-22-7515 花見をしながら鯉のぼりの一斉遊泳も

3/25～4/10 横輪桜まつり 伊勢市 横輪町(郷の恵)「風鈴」 0596-39-1741
２～３倍の大きさの花びらをつける。色が
濃く一輪当たりの花びらの数が多い。

　　4月1日以降

4/1～2 岡崎将棋まつり 岡崎市
岡崎市民会館
4/1子ども将棋大会
4/2招待棋士によるトークショー

0574-53-7213
藤井聡太竜王竜王を始め佐藤康光、石
田和雄、杉本昌隆などによるトークショー
と公開対局（要事前予約）

4/1～2 花の撓大祭 豊川市 為当稲荷神社 0533-89-2206
狐ノ行列　13:00～15:30
餅投げ　　16:00～

4/1 乞食祭り(桶がわ祭り） 川辺町 下麻生地区県神社 0574-53-7213
物乞いの前で赤飯をひっくり返して豊作
など祈願する奇祭

4/1～2 犬山祭　　 犬山市 城下町一帯 0568-61-2825 ユネスコ無形文化遺産登録の一つ

4/1～2 道三まつり 岐阜市 中心市街地一帯 058-265-3980
伊奈波神社の神輿行列が橿森・金神社
と巡幸　斎藤道三の遺徳をたたえる祭り

4/1～2 諏訪神社の大祭
美濃加茂

市
下米田町　諏訪神社 0574-28-1110

だんじりの引き回し奉納や、見物の女性
を追いかける獅子を、鬼の面をして榊を
手にした拝翁が戒める行事

4/1～3 桃花祭（別名　馬祭り） 一宮市 真清田神社 0586-73-5196
 4/1短冊際、4/2歩射神事、4/3神輿渡
御、献馬（騎馬の鎧武者がお供）

4/1～15 幸田のしだれ桜  幸田町 幸田文化公園 0564-62-1111 コロナ対応にて公開、非公開未定

4/1～20 コバノミツバツツジ 豊川市 冨士神社・善住禅寺周辺 0533-89-2206
善住禅寺～冨士神社にかけて数万本群
生

4/2 鬼 祭 豊橋市 石巻神社 0532-54-1484
逃げ遅れると１斗缶の粉を浴びること
に！

4/2 白髭神社大祭「流鏑馬祭り」 可児市 白髭神社 090-8556-4389

4/2 君ケ野ダム公園桜まつり 津  市 美杉町　君ケ野ダム公園 059-262-3014 祭りを今年は開催

4/上 神田のエドヒガンザクラ 設楽町 神田字大申方3 0536-62-1000
推定樹齢 80年  国道沿いには親桜と言
われる樹齢150年の桜も！
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4/上～中 椛の湖の桜 中津川市 椛の湖 0573-75-4444

4/上～中 上中のしだれ桃 豊田市 上中町槇ケ洞 0565-68-3653 イベント開催可否未定

4/2 太閤花見茶会 中村区 中村公園 052-411-0003 10:00～15：00

4/2 滝頭桜まつり 田原市 滝頭公園 0531-23-3516

4/2 古式日本刀鍛錬一般公開 関　市 関鍛冶伝承館 0575-23-7704

4/2 白髭流流鏑馬 可児市 土田　白髭神社 0574-28-8772

4/2 瀬戸川の鯉の引っ越し 飛騨市 瀬戸川、白壁土蔵街 0577-74-1192 9:00～12：00頃

4/2 宣長まつり 松阪市 松坂城址（松坂公園） 0598-23-7771

4/5、13、21 八事山興正寺　縁日 昭和区 興正寺 052-832-2801

4/7～8 火渡り（春季会式） 鈴鹿市 荒神山観音寺 059-379-0331 行事　大護摩及び火渡りは7日のみ

4/8 手力の火祭り 岐阜市 蔵前　手力雄神社 058-245-2063 岐阜県重要無形文化財

4/8～9 猪名部神社上げ馬神事 東員町 猪名部神社 0594-76-2424 鎌倉時代から伝わる神事祭

4/8～23 春を謡う　徳川園牡丹祭 東　区 徳川園 052-935-8988 牡丹園に1000株ものボタンが咲き誇る

4/8～9 足助春祭り(山車祭） 豊田市 足助神社 0565-62-1272
本楽のお昼に花車が集結しお囃子を奉
納。柳生新陰流剣術奉納（予定）

4/8～9 若葉祭（うなごうじ祭り） 豊川市 牛久保八幡社 0533-89-2206
時の城主に招かれ、路上に転がる領
民の間隙を再現する祭り

4/8～9 八百津まつり 八百津町 八百津町中心街 0574-43-2111 14：30 頃 八百津大橋上に３両のだんじり

4/8～9 美濃まつり 美濃市 八幡神社・市街地 0575-33-1122 4/8　花神輿　4/9山車、練り物など

4/8～9 古井神社のハイボウ 美濃加茂市 古井神社 0574-25-2111
 鬼の面をかぶったハイボウが登場し参
拝者の頭を軽くたたいて厄払いする祭

4/9 日長の御馬頭祭 知多市 日長神社 0562-51-5637

4/9 神渕神社大祭 七宗町 神渕神社 0574-48-1111

4/14～15 春の高山祭 高山市 日枝神社、陣屋周辺 0577-32-3333 ユネスコ無形文化遺産登録の一つ

4/15 東浦町於大まつり 東浦町 於大公園 0562-83-6118 9:45 さくら橋スタート(雨天中止）

4/15～16 松平春祭り 豊田市 松平郷園地 0565-77-8089
お水取り・神輿渡御・手筒花火・松平音頭
など

4/15～16 せと陶祖まつり 瀬戸市 尾張瀬戸駅周辺 0561-85-2730

4/15～5/7 尾張津島藤まつり 津島市 天王川公園 050-8887-2386 期間中ライトアップも行われる

4/16 岡田春まつり 知多市 岡田大門前 0562-51-5637

4/16 杵振り花馬祭り 中津川市 蛭川安弘見神社 0573-45-2211

4/17 岩屋寺大祭 南知多町 奥の院及び本堂 0569-62-0387

4/19～20 古川祭・越し太鼓 飛騨市 古川町一帯 0577-73-3511  起し太鼓、豪華な屋台、御神輿行列

4/21～5/5 こうなん藤まつり 江南市 曼陀羅寺公園 0587-54-1111

4/21～5/8
かざはやの里～かっぱのふる
さと藤まつり

津市 戸木町かざはやの里 059-255-5755

4/上～中 大安寺しだれ桜 豊田市 大安寺境内 0565-83-3200 豊田市指定天然記念

4/上～中 瑞龍寺しだれ桜 豊田市 瑞龍寺境内 0565-83-3200 ライトアップ日没～21時

4/上～中 アグリステーション春 設楽町 道の駅アグリステーションなぐら 0536-62-1000 名倉地区コヒガン桜

4/上～中 吉田川経塚のしだれ桜 恵那市 岩村町吉田川経塚 0573-43-3231 春の農村景観日本一？

4/上～中 富田打杭　阿弥陀堂の桜 恵那市 岩村町富田打杭 0573-43-3231
農村景観日本一の田園風景にふさわし
い一本桜が青空に

4/上～中 寺尾ヶ原千本桜 関　市 武芸川町寺尾ヶ原千本桜公園 0575-46-2311
寺尾峠から県道沿いに２㎞にわたる桜並
木

4/上～中 三多気の桜 津市 三多気地区 059-272-8080 棚田と桜名所100選
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4/22 飛騨神岡祭 飛騨市 大津神社、朝浦八幡宮他 0578-82-2253 平安絵巻さながらの行列

4/22～23 鈴鹿2＆4レース 鈴鹿市 鈴鹿サーキット 059-378-1111
２輪ロードレスSB1000と４輪フォーミュラ・
ニッポンの国内最高峰レースが競演

4/23 石刀祭(いわとまつり） 一宮市 今伊勢町石刀神社 0586-73-5221 山車３輌のからくり

4/23 伊勢山上春季戸開大祭 松阪市 伊勢山上飯福田寺 0598-35-0004
 山伏姿の先達がほら貝を吹いて大護摩
法要ハイカーの安全を祈る

4/25～5/17 八橋かきつばたまつり 知立市 無量壽寺境内 0566-81-4028

4/26～4/30 愛岐トンネル群春の特別公開 春日井市 ＪＲ定光寺ー愛岐トンネル 080-9492-5458 公開日以外立ち入り禁止※雨天中止

4/28～30 春の神楽祭 伊勢市 伊勢神宮(内宮） 0596-24-1111

4/29 真清田神社 舞楽神事 一宮市 真清田神社 0586-73-5196 古くから伝わる舞楽と神楽の奉納

4/29～5/7 全日本うまいもの祭り 長久手市 愛・地球博記念公園 052-728-0475 全国各地からうまいものが大結集

4/下～5/上 大平ツツジ山つつじ 大紀町 大平つつじ山 0598-86-2243 約6ヘクタールの山腹に約10000株

4/下～5/上 岡崎公園のつつじ 岡崎市 岡崎公園 0564-22-2122

4/下～5/下 彦左公園のつつじ 幸田町 大字坂崎字雀ヶ入 0564-62-1111

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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