
6月29日（土）～7月15日（月・祝）10:00～19:30(入館は閉館30分前まで
※最終日は18：00閉館）―松坂屋美術館―　日本の歴史を紐解き、今を
生きる人々に心模様を伝えることができるアートとして刺繍作品約200
点を紹介。 21,0００円ほか 3地下鉄「矢場町」 1☎264-3611

https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/振袖≪紫式部に寄せて≫（部分） 撮影：中村 淳

7月6日（土）～9月8日（日）9：30～17：00（入場は16：30まで） ―市
科学館―　アメリカのスミソニアン国立自然史博物館をはじ
め、日本全国から人間が絶滅させた動物たちや、絶滅の危機に
ある動物たちが大集合！個性豊かな動物たちを紹介し、多くの
生き物と共に生きる地球の未来を考える。  21,400円ほか

3530頁参照 1☎201-4486 https://www.ctv.co.jp/event/zetsumetsu/

木村光宏「知足庵
（爲三郎記念館）」2019年　

Presentation licensed by 
Disney Concerts. ©Disney

7月15日（月・祝）、7月20日（土）～9月1日（日）17：00
～20：00(最終入場は閉館の1時間前まで）―名古屋
港水族館―　17：00以降の入館料が2割引きに。イル
カの「ナイトパフォーマンス」や、夜の海を演出したロマ
ンチックな雰囲気の南館がおすすめ。期間中無休。

2345頁参照 1☎654-7080 http://www.nagoyaaqua.jp
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草乃しずか展 ー 煌く絹糸の旋律 ー

「学べる！遊べる!トヨタ博物館 サマーフェスタ 2019」

名古屋オクトーバーフェスト 2019

那古野神社例大祭（天王祭）

名古屋港水族館 サマーナイトアクアリウム

第34回風景の会絵画展「愛知を描く～平成の残したい風景」

絶滅動物研究所

7月の祭り・イベント情報7月の祭り・イベント情報

1日(月）13：00～ ―ＬＥＧＯＬＡＮＤ® Japan―　新エリアに
は、3つの新しいアトラクションが登場。エリアに踏み入れ
た瞬間から子どもも大人も楽しめるレゴ®ニンジャゴーの
世界を体験できる。　 423546 頁参照

1☎050-5840-0505（年中無休 9：00～15:30）

“ブラバン・ディズニー！” コンサート 2019

2日（火）～15日（月・祝）10：00～17：00 ―古川美術館―
　中部地方を代表する風景画家たちが、「愛知を描く～
平成の残したい風景」をテーマとし、平成の30余年の間
に育まれ、また変貌を遂げた愛知を題材に、残していきた
い風景を描き出す。  21,0００円ほか 3538頁参照
1☎763-1991 http://www.furukawa-museum.or.jp/

5日（金）～21日（日）平日15：00～21：00/土日祝11：00～
21：00 ―久屋大通公園 エディオン久屋広場、エンゼル広場―
　今年は、稀少なシュパルトホップを使用した「シュパル
ター」が名古屋初登場！ ビールと相性抜群のフードも充実。　※雨天開催、荒
天時は中止の場合あり  2入場無料（飲食は有料） 3地下鉄「栄」・名鉄「栄町」
1☎954-1107（平日10：00～18：00） http://nagoya-oktober-fest.com

7日（日）14:00開演―日本特殊陶業市民会館 フォ
レストホール―　ディズニーが贈る吹奏楽の祭
典！吹奏楽×ディズニーの最強タッグ！！ 世代を
超えて多くの人々に愛され続けているディズニー
音楽を、国内屈指のプロ吹奏楽団シエナ・ウイン
ド・オーケストラが、エンタテインメント溢れる演
奏をお届け。 27,500円ほか 360頁参照
1☎588-4477（平日10：00～17：00） https://cte.jp/wp_detail/190707/

7月13日（土）～9月23日(月・祝）―トヨタ博物館―　館全体
を「自動車文化体験の場」とし、子どもたちに大人気の「はた
らく自動車」を展示したり、世界のスポーツカーを10台展示す
るなど、大人も子どもも楽しめる夏のイベントをお届け。

423548頁参照 1☎0561-63-5151

洲崎のちょうちん祭り
20日（土）・21日（日） ―洲崎神社―　江戸時代から洲
崎神社に伝わる祭り。1,000個余りにも及ぶ提灯の灯
が幻想的。茅でできた輪をくぐることで病気や災いか
ら逃れられるという「わくぐり」も行われる。
3市バス「新洲崎橋」 、地下鉄「大須観音」 1☎201-3834

15日（月・祝）・16日（火） ―那古野神社―　江戸時代には東照宮祭・若宮
まつりと共に名古屋三大祭に数えられた歴史ある祭。15日宵祭。神楽太鼓、
車楽点燈、歌謡舞踏など奉納。16日本祭。13：30より若宮八幡社までの神輿
のお渡り。  3市バス「外堀通」、地下鉄「丸の内」 1☎231-4030

だんじり
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※公共交通機関をご利用ください。
※スペースの都合上、ご案内をしていないものもあります。

13日（土）
19:40 ～20:30

篠島祗園祭り・花火大会（約3,000発） －篠島漁港－
3名鉄「河和」から無料バス運行、「河和港」高速船に乗換「篠島港」 

1☎（0569）67-3700
日間賀島ぎおんまつり花火大会（約2,000発）
－日間賀島西浜海水浴場（サンセットビーチ）－
3名鉄「河和」から無料バス運行、「河和港」高速船にて
「日間賀島西」 　　　　　　  1☎（0569）68-2388

※少雨決行（荒天時は
　14日(日)に延期）

13日（土）
19:00 ～21:00

※小雨決行

28日（日） 第51回豊田おいでんまつり花火大会  －白浜公園一帯－

19:10～21:00（予定） 3名鉄「豊田市」、愛知環状鉄道「新豊田」 
1☎（0565）34-6642

※雨天決行
 荒天・増水時中止

19日（金）18:30～22:00
20日（土）18:00～21:00

※少雨決行

豊橋祇園祭 手筒花火・打ち上げ花火
（19日 吉田神社境内 手筒約350本、20日 豊川河畔 打上げ約12,000発）
3JR・名鉄「豊橋」から豊橋鉄道「札木」  1☎（0532）53-5528

19日（金）
20日（土）
21日（日）

17:30～21:45
17:30～21:45
10:00～19:00
※少雨決行

豊川夏まつり・豊川進雄神社例大祭 －豊川進雄神社－
（19日 打上げ約300発、20日綱火約330発、19・20日両日で
手筒煙火約700本、21日 山車、神輿渡御など）
3JR「豊川」、名鉄「豊川稲荷」  1☎（0533）86-2920

27日（土）

まつり開催時間18:00～20:30
19:30～20:15

※小雨決行、荒天
　中止時は翌日順延

27日（土）
19:20～20:35（予定）

※荒天時・河川増水時
　8月17日（土）に順延

27日（土）
19:30～20:30

※少雨決行・荒天時
　は28日(日)に順延

第63回 全国選抜長良川中日花火大会
－岐阜市長良川河畔長良橋下流－　  1☎221-0671

3名鉄「名鉄岐阜」、ＪＲ「岐阜」から臨時バス約30分

第43回春日井市民納涼まつり（約4,000発） －落合公園－

1☎（0568）85-6622
3JR「勝川」「春日井」「高蔵寺」、名鉄「味美」から
　無料バス運行※行き最終18:30

28日（日）
19:30～21:00

2019 第37回蒲郡まつり納涼花火大会（約5,000発） 
－蒲郡市港町 竹島ふ頭（蒲郡市民会館南側緑地）－

衣浦みなとまつり花火大会（約2,500発）
－衣浦港武豊北ふ頭（武豊緑地）－　1☎0569-72-1111

3JR・名鉄「蒲郡」から徒歩約5分 1☎（0533）66-1120

3名鉄「知多武豊」から徒歩約40分、JR「武豊」から徒歩約30分
※荒天の場合
　翌日順延

20日（土）・２１日（日） ―素盞男神社―　20日16：00～前日祭、21日10：00～
大祭、両日17：00～21：00輪くぐり神事。「ひとがた」のついた茅を持ち、茅の
大きい輪を廻りながら虫封じ厄除けを祈願。両日17：00～20：30厄除祈祷も受
付（夏越の祓い）。 屋台も有り。 　 3地下鉄「中村日赤」 1☎482-5576

はら

す   さの  お

15日(月・祝） 11：30～20：20 ―名古屋港ガーデンふ頭一帯―　戦後
復興祭として始まったみなと祭も今年で73回を数え、名古屋港の夏
の風物詩として市民に親しまれている。筏師一本乗り大会やパレード、
総おどり、花火大会など多彩なイベントを開催。※花火大会に関する
情報はHP参照  3地下鉄「名古屋港」「築地口」、あおなみ線「稲永」 

1☎654-7894 http://www.nagoya-port-festival.com/

25日（木）～28日（日） ―一宮市内一円―　伝統的な
「吹き流し飾り」や「アーチ式仕掛物飾り」などで会場
が華やかに彩られる。「ワッショーいちのみや」、「御衣
奉献大行列」、「人力車七夕道中」、「TANABATAダン
スコンテスト」などを開催。　
 3JR「尾張一宮」 、名鉄「名鉄一宮」すぐ 1☎0586-28-9131

27日（土）・28日（日）16：00～21：30※小雨決行―尾頭橋
公園一帯― 　27日はポッカレモン消防音楽隊、ミス中川
金魚まつり、どまつりチーム他のパレード。ステージでは
両日とも、B級グルメ、ビアガーデン、有名タレントのライブなど、イベント多数開催。

3JR「尾頭橋」  1☎369-1513 https://www.kingyo-matsuri.com

第73回 海の日名古屋みなと祭

CBCラジオ夏まつり 2019

　第64回 おりもの感謝祭 一宮七夕まつり

第64回 中川金魚まつり

素盞男神社大祭と茅の輪神事花火情報

26日（金）～28日（日）12：00～21：00(26日のみ17：00～） 
―久屋大通公園一帯―　CBCラジオのパーソナリティや
人気アーティストのライブステージ、多彩なフードやご当
地グルメも楽しめる真夏の恒例イベント！入場無料。 

3地下鉄「栄」「矢場町」・名鉄「栄町」 1☎241-8111 https://hicbc.com/radio

27日(土）・28日(日）―白鳥庭園―　両日初夏を浴衣で
楽しむ、清涼市民茶会（10：00～15：30）や浴衣フォト
サービスを開催。浴衣で来園の方入園無料。清羽亭では
茶室縁日も。 42336頁参照 1☎681-8928

白鳥庭園　観蓮会

鶴舞公園納涼まつり
20日(土）・21日（日）17:30～20:30―普選記念壇及び周辺―　毎年恒例のこど
もビンゴ大会や夜店コーナー、またサマーライブやビアガーデンと子どもから
大人まで楽しめるイベントを開催。      3地下鉄・JR「鶴舞」 1☎733-8340
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※スペースの都合上、ご案内をしていないものもあります。
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※少雨決行
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はら

す   さの  お
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茶室縁日も。 42336頁参照 1☎681-8928

白鳥庭園　観蓮会

鶴舞公園納涼まつり
20日(土）・21日（日）17:30～20:30―普選記念壇及び周辺―　毎年恒例のこど
もビンゴ大会や夜店コーナー、またサマーライブやビアガーデンと子どもから
大人まで楽しめるイベントを開催。      3地下鉄・JR「鶴舞」 1☎733-8340
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7月27日（土）～8月4日（日）―中区中心に各所で開催―　
世界40か国・地域のコスプレイヤーが名古屋に集結。各種イベント
のゲスト出演やパレード・撮影会などを開催。 8/3・4愛知芸術
文化センター大ホールでのチャンピオンシップ、オアシス21での
ステージイベント、大須商店街パレードなど。   3地下鉄「上前津」「大須観音」「栄」ほか

  1info＠wcs.co.jp  https://www.worldcosplaysummit.jp/

夏休みプール情報夏休みプール情報

 

7/6（土）～9/8（日）※期間中無休（9/2～6は除く）
47/6～12は10：00～17：30、7/13～9/1は9：00～18：00、
　9/7・8は9：00～17：30
2大人1,500円、小中生700円、未就学児無料
3市バス、三重交通バス「サンビーチ日光川」

サンビーチ日光川
1☎302-6200

6/29（土）～9/30（月）※期間中無休
49：30～17：00  2プール・遊園地入場券 大人3,700円ほか
（曜日・時期により変更あり）　 3名鉄バスセンターから直通バスで約50分

ナガシマ
ジャンボ海水プール
1☎0594-45-1111（代）

6/29（土）～9/24（火）※期間中無休
410：00～22：00  2プール付入園券 大人3,300円ほか
（曜日・時期により異なる）　3JR「蒲郡」から無料シャトルバスで約15分 

ラグーナテンボス
ラグナシア

1☎0570-097117

大高緑地プール
1☎622-2281

7/13（土）～9/1（日）※期間中無休
49：00～17：00（入場16:00まで）
2大人460円、中学生以下200円 3名鉄「左京山」、JR「南大高」 

7/20（土）～8/31（土）
※7/20（土）10：00～17：30 市民プール（屋外）無料開放
2大人300円、小人100円、市内在住65歳以上100円

市民プール（屋外）
名城、楠、山田、瑞穂、
熱田、中川、富田、港、
守山、各プール

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

あいちトリエンナーレ 2019 8月1日（木）～10月14日（月・祝）
第21回 にっぽんど真ん中祭り 8月22日（木）～25日（日） 1☎241-4333

1☎971-6111

夏季特別展 合戦図 ―もののふたちの勇姿を描く―

世界コスプレサミット2019

第69回 大須夏まつり

7月27日（土）～9月8日（日）10：00～17：00（入館は
16：30まで）―徳川美術館・蓬左文庫―　戦国合
戦図が、どのように成立し、描かれたのかにス
ポットを当て、中世から脈々と描き継がれた合
戦図の系譜を明らかにする。  21,400円ほか 

3520・21頁参照 1☎935-6262

©2018 WCS

重要文化財　後三年合戦絵巻　三巻の内、中巻  部分　
飛驒守惟久筆　東京国立博物館蔵　
Image：TNM Image Archives　展示期間中に巻替

8月3日（土）・4日（日）12：00～21：30 ―大須観音、ふれ
あい広場、大須商店街全域― 　伝統芸能「大須太鼓」や
サンバ・コスプレパレード、盆踊りなどの多彩なイベント。
8/4夜大須観音境内では、手筒花火が祭りを盛り上げる。      
 3地下鉄「上前津」「大須観音」  1☎261-2287 http://osu.co.jp

その他の8月の祭り・イベントその他の8月の祭り・イベント

8月の祭り・イベント8月の祭り・イベント

ー愛知芸術文化センターほかー
ー久屋大通公園会場ほかー

7月31日(水)～8月4日(日） ―円頓寺商店街・円頓寺
本町商店街内―　店主手作りの名物はりぼてなど、
七夕飾りが出迎える。お猿のパフォーマンスや、消防音
楽隊パレード、大道芸、阿波踊りなどイベントを開催。

3地下鉄「国際センター」、市バス「明道町」  1☎080-1626-2718（円頓寺本町商店街）

第６4回 円頓寺七夕まつり

27日（土）宵祭18：00～・28日（日）朝祭9：10～ ―天王川
公園・津島神社―　600年近くの歴史と伝統のある祭。27
日約500個の提灯を掲げた5艘の華麗なまきわら船が出船。
28日10人の鉾持が水中に飛び込み、神社に向い布鉾を奉納。

 　3名鉄「津島」 1☎0567-28-8051 http://tsushima-kankou.com

尾張津島天王祭

納涼 覚王山夏祭
27日（土）・28日（日）14:00～21:00 ―覚王山日泰寺参道―　アート&クラフ
ト、レトロ&アンティークのフリーマーケット、美味しい多国籍飲食屋台や熱いス
テージで盛り上がる。コメダ駐車場ではゲームコーナーやワークショップもあり。 

2入場無料 3地下鉄「覚王山」 1☎751-8686 http://www.kakuozan.com
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主催：（公財）名古屋観光コンベンションビューロー
　　　オアシス21ｉセンター  TEL（052）963-5252（10：00～20：00）
協力：栄公園振興株式会社

名古屋の伝統産業“染め物”を体験しませんか？

オアシス21ｉセンター
体験イベントのお知らせ
オアシス21ｉセンター
体験イベントのお知らせ

有松・鳴海絞り 7月 8 日（月）11：00～17：00
マーブル染め 7月16日（火）11：00～17：00

場所/オアシス21ｉセンター前　  料金/￥８００～
※いずれも最終受付16：30（予約不要）
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