
26.8.12
黒田

26.8.18
黒田

26.8.25
伊東広平

26.9.1
浅井

26.9.5
榮一

26.9.16
伊東広平

26.9.16
小木曽

26.9.17
とくたけ

～10月のイベント情報～

10月1日（木）～11月15日（日）―名古屋市内307の参加店舗―　
手羽先、みそかつ、ひつまぶしなど「なごやめし」を食べ歩く飲食店回遊型イ
ベント「なごやめし博覧会２０１５」が今年も開催。５回目の開催となる今回
は、過去最多３０７店の飲食店が参加。４６日間に及ぶ「なごやめし」をテーマ
にした一大イベント。参加方法はホテル、飲食店、観光案内所等でチケットを
購入し、参加飲食店でメニューと引き換えて食べるだけ。チケットはお得な５

枚綴り（３，０００円。６２０円×５枚）と気楽にお試しできる２枚綴り（１，２４０円。６２０円×２枚）の２
種類。博覧会ならではのお得なメニューや限定メニューばかりなので、上手に組み合わせて「なご
やめし」を楽しむことができる。 1☎202-1677　http://www.nagoyameshi-expo.com/

なごやめし博覧会2015

10月3日(土)～12月13日(日)―名古屋市美術館―　「ラファエル
前派」は、19世紀半ばのイギリスでルネサンスの巨匠ラファエロ以前
の美術を理想とし、想像力を喚起するような新しい絵画世界を創造
した。ラファエル前派の作品をはじめ、この流れにある作家たちの代
表作約70点を紹介。  423525頁参照　1☎212-0001

リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展

第38回大須大道町人祭
10日（土）11：00～20：00・11日（日）11：00～19：00 
―大須商店街一帯―　全国で活躍する大道芸人を一
堂に見ることのできる唯一の祭り。また、毎年大好評、
大須名物「おいらん道中」に今年も目がはなせない。

3地下鉄「大須観音」「上前津」 1☎261-2287

10月3日(土)～11月15日(日)
―東山動植物園・東山スカイタワー―　動物におやつをあげよう、
アニマルトークリレーなど秋まつり恒例イベントのほか、ご当地キャ
ラキャラPRなどの特別イベントも開催。イベント盛りだくさんで、子
どもから大人まで一日楽しめる。  423544・45頁参照
1☎782-2111 http://www.higashiyama.city.nagoya.jp

第65回東山動植物園秋まつり

11日(日)10：00～16:00―久屋大通公園久屋広場―　動物愛護週
間にちなんだイベント。長寿犬表彰、長寿犬の写真展、動物図画入賞
作品展、警察犬や盲導犬、介助犬の模範演技、動物クイズ、アニマル
メイクアップ、健康・しつけ相談など、動物に親しめる催しが行われる。
※入場無料 3地下鉄「矢場町」 1☎972-2649

動物フェスティバル2015なごや

10月10日（土）～11月29日（日）―トヨタ産業技術記念館―　江戸・明治
の眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、カメラ、のぞきからくりを中心に展示紹介。日本の
モノづくりの源流に触れる企画展。会期中の土日祝日は約100年前の幻灯
機を使って明治の風景・街並みなど横浜写真のガラス種板（複製）を映写。
（1日3回） 423522頁参照 1☎551-6115 http://www.tcmit.org/

トヨタコレクション企画展2015
 覗いてみよう！レンズの向こうは100年前

10日（土）～12日（月・祝）9：00～16：30―農業文化園・戸田川緑地一円―
　農業に親しむ収穫イベント。こども脱穀体験、季節の野菜収
穫体験、フラワーバイキング等。イベント期間中は駐車場が有
料（8：45～16：30）となる。  ※入場無料 338頁参照

1☎302-5321 http://bunkaen-todagawa.jp/

農業文化園・戸田川緑地秋まつり

10日(土)・11日（日）10：00～17：00 ―ポートメッセなごや1号館―
　東海地区最大級のキャンピングカーが集う展示・商
談会。今回はちびっ子に大人気のランバイクカップも両
日開催予定。 21,000円ほか　358頁参照

1☎243-8600（平日10：00～17：00）
 http://www.tv-aichi.co.jp/camping/

名古屋キャンピングカーフェア2015 Autumn

のぞ

4日（日）13：30～16：30―名古屋クレストンホテル9階―　愛知の地酒が大集結。
地元米のお酒VS.県外米のお酒の飲み比べや各蔵自慢のうまい酒を味わえる。愛知の
酒の肴や北陸のおいしいつまみもある。日本酒セミナーも開催。 24,000円（前売のみ）
 3地下鉄「矢場町」 1☎451-8211 https://www.bisyuran.jp

あいち美酒欄 2015
び しゅ らん

8日（木）～18日（日）平日16：00～21：30 土日祝11：00～21：30―矢場
公園特設会場―　オールジャンルの名古屋グルメが22店集結。※入場無
料、飲食は有料 3地下鉄「矢場町」  1☎251-1517

NAGO-1(ナゴワン）グランプリ第５回名古屋グルメ選手権

エドワード・コーリー・バーン=ジョーンズ
《フラジオレットを吹く天使》1878年 水彩、グワッシュ、金彩・紙
©Courtesy National Museums Liverpool, Walker Art Gallery
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手羽先、みそかつ、ひつまぶしなど「なごやめし」を食べ歩く飲食店回遊型イ
ベント「なごやめし博覧会２０１５」が今年も開催。５回目の開催となる今回
は、過去最多３０７店の飲食店が参加。４６日間に及ぶ「なごやめし」をテーマ
にした一大イベント。参加方法はホテル、飲食店、観光案内所等でチケットを
購入し、参加飲食店でメニューと引き換えて食べるだけ。チケットはお得な５

枚綴り（３，０００円。６２０円×５枚）と気楽にお試しできる２枚綴り（１，２４０円。６２０円×２枚）の２
種類。博覧会ならではのお得なメニューや限定メニューばかりなので、上手に組み合わせて「なご
やめし」を楽しむことができる。 1☎202-1677　http://www.nagoyameshi-expo.com/

なごやめし博覧会2015

10月3日(土)～12月13日(日)―名古屋市美術館―　「ラファエル
前派」は、19世紀半ばのイギリスでルネサンスの巨匠ラファエロ以前
の美術を理想とし、想像力を喚起するような新しい絵画世界を創造
した。ラファエル前派の作品をはじめ、この流れにある作家たちの代
表作約70点を紹介。  423525頁参照　1☎212-0001

リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展
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10日（土）11：00～20：00・11日（日）11：00～19：00 
―大須商店街一帯―　全国で活躍する大道芸人を一
堂に見ることのできる唯一の祭り。また、毎年大好評、
大須名物「おいらん道中」に今年も目がはなせない。

3地下鉄「大須観音」「上前津」 1☎261-2287

10月3日(土)～11月15日(日)
―東山動植物園・東山スカイタワー―　動物におやつをあげよう、
アニマルトークリレーなど秋まつり恒例イベントのほか、ご当地キャ
ラキャラPRなどの特別イベントも開催。イベント盛りだくさんで、子
どもから大人まで一日楽しめる。  423544・45頁参照
1☎782-2111 http://www.higashiyama.city.nagoya.jp
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 http://www.tv-aichi.co.jp/camping/
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酒の肴や北陸のおいしいつまみもある。日本酒セミナーも開催。 24,000円（前売のみ）
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4日（日）昼／9：30～14：30 夜／18：00～21：00―有松・東
海道一円― 名古屋市「有形民俗文化財」の山車3輌が曳き
回され、からくり人形の競演（12：00～）もある。※43頁参照
※雨天順延11日（日） 3名鉄「有松」 1☎621-3000

25日（日）12：30～18：00　大曽根地区氏神例大祭。市内近郊から約250人が集い、
神社～徳川美術館～大曽根周辺～神社の約3.5Kmを練り歩く神輿神事。子どもみこ
しも巡行する。24日（土）15：00～模擬店を開催。 3名鉄「森下」 1☎935-9662

山車・神輿やからくりが楽しめる市内の祭り
3近鉄「戸田」、市バス「富田町」山車3輌戸 田 祭 り
3JR「大高」、名鉄「名和」山車複数氷上姉子神社例祭
3名鉄「鳴海」、名鉄バス「白山」山車計4輌成海神社例祭奉祝山車曳行

3日（土）・4日（日）
4日（日）
11日（日）

有松天満社・秋季大祭（有松山車まつり）

 

片山八幡神社神輿渡御神事 「瑞龍みこし」

  

ずい  りゅうしん よ と ぎょ

1☎301-6454

1☎891-2830
1☎621-5935

17日（土）11：00～13：00/14:30～16:30/18：00～20：00（完全入替・定員制）ーテレピ
アホールー　季節ごとに味わいの違いを楽しめる日本酒。中でもひと夏を越し程よく熟成
された秋の旨酒は格別。愛知・岐阜・三重の約50の蔵元が集結し、秋ならではの味わい深い
日本酒の味と香りを楽しめる。 2前売2,500円ほか 3地下鉄「栄」 1☎308-5150

NAGOYA酒蔵まつり－2015・秋旨酒－

17日（土）・１8日（日）夕方～20：30ー八事山興正寺ー　千燈
供養会は、1891年の濃尾地震犠牲者の鎮魂供養のために始
まったといわれる。境内を満たす燈籠、護摩祈祷などお寺ならで
はの風情を味わえる。可愛らしい稚児行列も必見。※見学無料
 347頁参照 1☎832-2801 http://www.koushoji.or.jp

10月17日（土）～11月29日（日）ー名古屋市博物館ー　昭和47年（1972）1月、
グアム島で元日本兵横井庄一さんが発見され、多くの国民が戦争を思い出し、ジャ
ングルでの横井さんのたくましいくらしに目を見張った。横井さんのグアム島での
くらしの道具を紹介。 2300円ほか 423545頁参照 1☎853-2655

10月17日（土）～12月13日（日）ー名古屋市科学館地下２階イベントホールー
　世界各地から集めた極めて重要な化石、精巧な復元模型、4K映像を活
用し、脊椎動物が歩んできた道のりを空前のスケールで解き明かしていく。

21,300円ほか　43524頁参照　1☎201-4486　http://www.ncsm.city.nagoya.jp/

千燈供養会 ー千墓の法灯で祈りを捧ぐー

名古屋城秋の陣

コレクション企画 線の美学

10月10日（土）～11月8日（日）の土日―堀川 納屋橋～五条
橋～朝日橋など堀川沿岸―　船に乗って、堀川の水辺の魅
力を体感することができる。納屋橋周辺でイベントも開催。詳
しくはHP参照。 3地下鉄「伏見」ほか 1☎972-2891

 http://horikawa-wmf.com/

10月10日（土）～11月23日（月・祝）
名古屋城の秋の風物詩として、多彩なイベントを開催。
［名古屋城本丸御殿 重要文化財障壁画「竹林豹虎図」特別展示］
10月１６日（金）～11月3日（火・祝）
［名勝二之丸庭園発掘現場説明会］16日（金）・17日（土）
［茶席の特別公開］22日（木）～24日（土）
［菊花大会・菊人形］10月25日（日）～11月23日（月・祝）－西之丸及び正門・東門－
［重要文化財［西北隅櫓］と登録有形文化財「乃木倉庫」の特別公開］10月31日（土）～11月8日（日）

 42316頁参照 1☎231-1700 http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

―愛知県美術館―　愛知県美術館の所蔵作品を通して、人間の表現活動
に見られる様々な線の働きや意味について考える。 2500円ほか

43526頁参照 1☎971-5511 http://www-art.aac.pref.aichi.jp/

第13回堀川ウォーターマジックフェスティバル

10月17日（土）～11月8日（日）　10/18無料開園、徳川園ガーデン
ジャズフェスティバル10：30～/14：30～、黒門クラフト市10：00～16：00、
徳川園クイズラリー10：00～15：00、11/3無料開園、山車お囃子・か
らくり競演10：00～11：30、コンサート13：30～14：30、鍋屋上野町
源氏天流棒の手15：00～15：30、11/7市民茶会10：00～/13：00～ 423521頁参照

風を見る 徳川園の秋景

ジャングルにひそんで28年 横井庄一さんのくらしの道具

生命大躍進ー脊椎動物のたどった道ー
10月16日（金）～12月13日（日）

ーテレビ塔下～ロサンゼルス広場一帯ー　全国で活躍するショップや作家
が集まるマーケット。バンドやDJによるライブイベントも開催するほか、ロサン
ゼルス広場には人気飲食店が軒を連ねる。※入場無料 

3地下鉄「栄」 1☎070-5646-6098 http://socialtower.jp/

ソーシャルタワーマーケット 17日（土）・18日（日）11：00～16：30

※本画像は復元模写した障壁画
「竹林豹虎図」
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海道一円― 名古屋市「有形民俗文化財」の山車3輌が曳き
回され、からくり人形の競演（12：00～）もある。※43頁参照
※雨天順延11日（日） 3名鉄「有松」 1☎621-3000

25日（日）12：30～18：00　大曽根地区氏神例大祭。市内近郊から約250人が集い、
神社～徳川美術館～大曽根周辺～神社の約3.5Kmを練り歩く神輿神事。子どもみこ
しも巡行する。24日（土）15：00～模擬店を開催。 3名鉄「森下」 1☎935-9662

山車・神輿やからくりが楽しめる市内の祭り
3近鉄「戸田」、市バス「富田町」山車3輌戸 田 祭 り
3JR「大高」、名鉄「名和」山車複数氷上姉子神社例祭
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片山八幡神社神輿渡御神事 「瑞龍みこし」

  

ずい  りゅうしん よ と ぎょ

1☎301-6454

1☎891-2830
1☎621-5935
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アホールー　季節ごとに味わいの違いを楽しめる日本酒。中でもひと夏を越し程よく熟成
された秋の旨酒は格別。愛知・岐阜・三重の約50の蔵元が集結し、秋ならではの味わい深い
日本酒の味と香りを楽しめる。 2前売2,500円ほか 3地下鉄「栄」 1☎308-5150

NAGOYA酒蔵まつり－2015・秋旨酒－
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「竹林豹虎図」

9

祭
・
イ
ベ
ン
ト



26.8.12
柴田

26.8.18
黒田

26.8.25
伊東広平

26.9.11
伊東広平

第16回 歩こう！文化のみち 3日（火・祝）ー文化のみちエリア及び各施設ー
サイエンス＆
アートフェスティバル 7日（土）・8日（日）ー白川公園周辺ー

その他11月の祭り・イベント
1☎934-1106

1☎201-4486（名古屋市科学館）
1☎212-0001（名古屋市美術館）

第15回 長者町ゑびす祭り 14日（土）・15日（日）ー長者町通りほかー1☎231-6047

10月30日（金）～11月23日（月・祝）－市内一円－　名古屋の伝統文化を
まちなかで楽しむイベント。10月30日17:30～ナディアパーク2階アトリウム
にてオープニングステージを開催（お座敷芸披露、ストリート歌舞伎紹介、狂
言体験など※参加無料）その他の公演のチケットはチケットぴあなどで発売
中。※詳しくはHP参照 1☎２４９－９３８７ http://yattokame.jp

やっとかめ文化祭 ～時をめぐり、文化を旅する、まちの祭典～

 

17日（土）～18日（日） ―名古屋中心部―　行列 【17日（土）13：
40発コース】名古屋駅前～栄～矢場町【18日（日）11：00発コー
ス】市役所～栄～矢場町　豪華絢爛な行列には、三英傑が約600
人を従える郷土英傑行列をメインに、歴史と伝統に彩られた山車
揃や神楽揃、華やかなフラワーカーなども登場。久屋大通公園やオ

アシス21では、多彩なステージやイベントが行われる。　両日 郷土英傑行列、フラワーカーパ
レード、ナナちゃん隊。 18日 山車揃（9車）、神楽揃（8台）。※雨天時は中止・変更あり。※名古屋ま
つり協賛無料開放施設は各頁参照。 3地下鉄「市役所」、「栄」、名鉄「栄町」ほか  1☎953-7584
 会場行事  17日（土）・18日（日）11：30～20：00―久屋大通公園・オアシス21ほか―　久屋
大通公園ではなごやめしや東北グルメが楽しめるグルメコーナーや、ご当地武将隊・ご当
地アイドルのステージが目白押し。 1☎953-7584 http://www.nagoya-festival.jp/

 

 
 

第61回 名古屋まつり

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。10月24日（土）～11月1日（日）
　「覚王山植物園」をテーマに、覚王山の街がアートで満たされる。　覚王山秋祭 10月31日（土）・11月1日（日）
10:00～17：00―日泰寺参道界隈―　アートマーケット、ワークショップ、ステージ＆パフォーマンス、
まぼろしカフェも開催。 3地下鉄「覚王山」 1☎751-8686 http://www.kakuozan.com

覚王山参道ミュージアム vol.16

               

18日（日）10：00～16:30 ―白鳥庭園―　「エシカル」（思いやり）
をテーマに、エシカル茶会、エシカルファッションショーやエシカルマル
シェ、クイズラリー、ライブ等を開催。思いやりあるライフスタイルを楽し
みながら学べる。※当日のみ入園無料 437頁参照 3地下鉄「神宮西」
 1☎681-8928 http://www.shirotori-garden.jp/

白鳥庭園の名古屋まつり“エシカルでいきましょ”

               
31日（土）19：00～20：00―名古屋港ガーデンふ頭―　中部初開催！名古屋
の花火が変わる。日本最高峰の花火師が集結し、名古屋港で繰り広げる花火と
音楽のマリアージュ。 23,800円限定9,478席  3地下鉄「名古屋港」
1☎0180-99-5555（2015年11月中旬まで）　http://www.nagoya-hanabi.com

名港水上芸術花火2015

11月の祭り・イベント

11月3日（火・祝）～2016年4月17日（日）―大一美術館―　ガレは
草花を非常に愛し、6,000坪の自宅庭園に2,000種以上の植物を栽
培、観察し、作品制作の参考にしていた。今回は花文様作品をメイン
にて展示、魅力的な花々の世界を楽しめる。 42351裏表紙参照

花の様式美 アール・ヌーヴォー＆アール・デコ花文様作品展

菊花文花器 エミール・ガレ作 １９００年

26日（月）―中区錦3丁目界隈―
　恒例の“食べ歩き＆はしご酒”を楽しめる81店が参加するイベント。女性が
楽しめるお店が参加。お得な前売りも発売中。※25頁参照　○問☎951-6261

第12回 きんさん de ないと！

               

10月24日（土）～12月20日（日）―古川美術館―　所蔵
品の中から冬をテーマにした展示。山は初雪で鮮やかに生きか
えり、純白へと姿を変えつつも、自然界が力を蓄える冬。作家の
鋭い視線から描き出された《冬》の情景を味わうことができる。 

21,000円ほか 435４６頁、１０１頁参照 1☎763-1991

古川美術館 四季暦～玄冬之章～

伊藤小坡「春寒」古川美術館蔵

―オアシス21―　国際交流・協力や多文化共生をテーマに世界各国の歌や踊り、ＮＧ
Ｏ・行政・公的機関などの活動を紹介。ネパール人留学生によるネパール震災後の現地
報告や、アンダーグラフの真戸原直人さんによる途上国の現地視察報告＆ライブ等。
 3地下鉄「栄」、名鉄「栄町」 1☎581-5691 http://www.world-collabo.jp/

ワールド・コラボ・フェスタ2015 24日（土）・25日（日）
10:00～18：00 
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