祭・イベント

10月の祭り・イベント情報
ブルーボネットハロウィーン2019
5日(土）〜27日(日）
ー名古屋港ワイルドフラワーガー
デンブルーボネットー ブルーボネット の園内がハロ
ウィーン一色に染まる。
スタッフに声をかけて御菓子を
Ｇｅ
ｔしたり、仮装して来園するとオリジナル缶バッジを
プレゼント。
4235４6頁参照
1☎613-1187 http://www.wfg-bluebonnet.com/

第69回東山動植物園秋まつり
10月5日(土)〜11月17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
トークなど秋まつり恒例イベントのほか、
コアラ来園35
周年企画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。
423540・41頁参照 1☎782-2111

青少年のための科学の祭典
5日（土）
・6日（日）9：30〜17：00（入場は16：30まで）―市科学館・
でんきの科学館― すごい！なるほど！どうして？様々な実験や
工作、体験ができる！※入場無料（どちらの科学館も観覧料無料。
ただし、市科学館プラネタリウムは高校生以上有料。） 330・32頁参照
1☎201-4486(市科学館）http://www.ncsm.city.nagoya.ｊｐ/

千燈供養会 ー千基の法灯で祈りを捧ぐー
12日
（土）17：00〜19：00ー八事山興正寺ー 名古屋最
大の火祭りで、多くの燈籠で彩られ、火渡りも。午前には
可愛らしいお稚児さんも。八事の秋の風物詩。※見学無料
339頁参照 1☎832-2801 http://www.koushoji.or.jp

第19回長者町ゑびす祭り
12日（土）
・13日（日）10：00〜16：30 ―長者町通り（錦通〜
魚ノ棚通）ほか― 繊維問屋・大手商社、他、200店以上のフ
リーマーケットでお値打ちショッピングが楽しめる。このほか、
地
元飲食店によるグルメ屋台、丸の内キッチンにて美味が楽し
3地下鉄「伏見」
「丸の内」
め、
楽しいイベントも満載。
1☎231-6047 http://www.yebisu-m.com/
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氷上姉子神社例祭 6日
（日）山車複数 3JR「大高」、名鉄「名和」1☎621-5935
成海神社例祭
名鉄「鳴海」、
奉 祝 山 車 曳 行 13日（日）山車計4輌 3名鉄バス「成海神社」 1☎891-2830

有松天満社・秋季大祭（有松山車まつり）
6日
（日）昼／9：30〜14：30 夜／18：00〜21：00―有松・
東海道一円―※雨天中止 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。※37頁参照
3名鉄「有松」1☎621-3000
しん よ

ずい りゅう

と ぎょ

片山八幡神社神輿渡御神事「瑞龍みこし」

27日（日）12：30〜18：00 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。26日（土）15：00〜模擬店を開催。 3名鉄「森下」1☎935-9662

名古屋城 秋まつり

10月12日（土）〜11月17日（日）― 名古屋城内―
名古屋の秋の風物詩として、鯱食堂やえんにち
サーカスなど多彩なイベントを開催。
423516頁参照 1☎231-1700
［重要文化財「東南・西南・西北隅櫓」三櫓同時公開］11月2日（土）〜17日（日）
（予定）
［第72回名古屋城菊花大会・菊人形展示］10月27日（日）〜11月23日（土・祝）

「名港水上芸術花火2019」

名古屋港環境保全チャリティイベント
五周年記念特別大会

12日(土）開場17：30・開演19：00・終演20：15（予定）―名古屋港
ガーデンふ頭― 音楽に合わせて打ち上げるグレートスカイ
アート。※荒天・時化の場合翌日順延、翌日も荒天の場合中止
26,000円ほか（売切れの場合あり）3地下鉄「名古屋港」
1☎0180-99-5555 https://www.nagoya-hanabi.com/

ソーシャルキャッスルマーケット
12日(土)10：00〜16：30・13日（日）10：00〜16：00ー 名古屋城ー
8回目の今回は名古屋のもうひとつのシンボル 名古屋城 に
て開催。人気のショップや飲食店が150店舗以上参加。
2316頁参照 1mail@socialtower.jp http://socialtower.jp/
7

祭・イベント

山車・神輿やからくりが楽しめる市内の祭り
☎302-1384
戸 田 ま つ り 5日（土）・6日（日）山車5輌 3JR「春田」、市バス「戸田小学校」 1（事前問い合わせ）
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ワールド・コラボ・フェスタ2019

12日（土）
・13日(日）10:00〜18:00―オアシス21「銀河の
広場」― 中部地区最大の国際イベント。世界各国の
歌や踊りのステージ、世界の民芸品やグッズがみつ
「久屋大通」、名鉄「栄町」
かるブース等盛りだくさん！ 参加無料 3地下鉄「栄」
1☎961-8746（月〜土10：00〜18：00）www.world-collabo.jp/

第7回 ワールドフード＋ふれ愛フェスタ

12日（土）
・13日(日）10:00〜17:00―久屋大通公園エンゼル
広場、エディオン久屋広場― 世界の文化にふれあい、飲食、
交流を楽しむイベント。歌や踊りなど盛り沢山。イベントの
収益はアジア地区への支援金となり、当日はOS☆Uが国際
交流サポーターに！ 3地下鉄「栄」
「矢場町」、名鉄「栄町」
1☎201-2760 https://www.rotary2760.org/wff/

秋のフルーツフェア2019
12日
（土）
〜14日
（月・祝）9：00〜16：30−東谷山フルー
ミカンの収穫体
ツパーク− 秋のくだもの即売会、

験、各種ステージイベント、体験講座、
ビンゴゲー
ムなど大人から子どもまで楽しめる多彩なイベン
2343頁参照 6イベント
トを開催。
期間中は普通車350円 1☎736-3344 http://www.fruitpark.org/

Pet博2019 なごや
12日(土）〜14日(月・祝）10:00〜17：00―ポートメッセなごや
第2展示館― ペット同伴で楽しめる。
しつけやペット相
談、大人気お手入れコーナー。盲導犬・里親ブースなどた
めになるコーナーもいっぱい。
かわいいペットグッズもたく
21,400円ほか 360頁参照
さんご用意!!
1☎951-0450 http://www.pethaku.com/nagoya/

農業文化園・戸田川緑地秋まつり

12日
（土）〜14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。
昔の農具で脱こく体験、季節の野菜収穫体験、
フラ
ワーバイキング、
ウォークラリー15に秘められた謎をと
342頁参照
け！※入場無料
1☎302-5321 http://bunkaen-todagawa.jp/
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第42回大須大道町人祭
19日（土）11：00〜20：00・20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

特別展「髙山辰雄 平松礼二 松村公嗣 〜文藝春秋表紙絵とその芸術」
10月19日（土）〜12月8日（日）―古川美術館― 髙山
辰雄・平松礼二・松村公嗣の描いた『文藝春秋』表紙
絵原画と、彼らが目指した独自の日本画芸術を紹介。
21,000円ほか 43538頁参照
1☎763-1991 http://www.furukawa-museum.or.jp/
髙山辰雄「青衣の少女」1984年

公益財団法人角川文化振興財団蔵

NAGOYA酒蔵まつり−令和元年・錦秋酒−
20日(日）①11:00〜12：45、②13:45〜15：30、③16:30〜
18：15―テレピアホール― 愛知・岐阜・三重の50の蔵元
が参加。約150種類の晩秋の日本酒が飲み比べできる。
過去の様子
※20歳未満入場不可 23,000円（前売）3地下鉄「栄」
1☎308-5150 https://www.tokai-tv.com/events/sakagura2019/

白鳥庭園 大茶会
20日（日）10：00〜 ―白鳥庭園― 茶室「清羽亭」
での本格的
な茶席から野点席など、園内各所で様々な茶席を開催。誰で
436頁参照
も気軽に参加できる。※当日のみ入園無料
3地下鉄「神宮西」1☎681-8928 http://www.shirotori-garden.jp/

第20回 きんさん de ないと！

21日（月）14:00〜24:00―中区錦3丁目界隈― 「錦三の夜を
盛り上げたい！」という思いから、2010年にスタート！今では、夜の街
を彩るビッグな恒例イベントへと成長、今回は75店舗が参加して20
回を記念した特別イベント開催！さぁ、みんなで錦三の夜を楽しもう！
※31頁参照
24,300円ほか 1☎951-6261
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第36回 この道ひとすじ「尾張名古屋の職人展」
18日（金）10：00〜18：00、19日（土）10：00〜19：00、
20日（日）10：00〜17：00 ―オアシス２１
「銀河の広場」、
NHK名古屋放送センタービル「プラザウェーブ21」― 衣・
食・住・生活に関する分野で活躍する職人たちが一堂に
3地下鉄「栄」、名鉄「栄町」1☎972-3146
会し、技能を披露する。
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第65回 名古屋まつり
19日
（土）
・20日
（日）― 市内一円― 行列 19日
（土）
13：40〜・名古屋駅〜栄〜矢場町、
20日
（日）
11：00〜・
市役所〜栄〜矢場町 会場行事 19日
（土）
・20日
（日）
11：00〜20：00頃 ― 久屋大通公園・オアシス21・
名古屋城ほか― ※雨天中止・変更あり 行列では、三英
傑が約600人を従える郷土英傑行列をメインに、山車揃や神楽揃、華やか
なフラワーカーなども登場。65回記念企画として、19日
（土）夜名古屋城
周辺で宵の山車揃を開催。久屋大通公園ほか会場ではステージやイベン
3地下鉄「市役所」
「栄」、名鉄「栄町」
ほか
トが行われる。
1☎972-7611 http://www.nagoya-festival.jp/

東海テレビ ふるさとイッチー祭2019
26日（土）
・27日（日）10:00〜18:00ー久屋大通公園ー
東海テレビキャッチフレーズ「ふるさとイチバン！」
をテーマに会場ステージからの生放送や人気番組の
公開収録のほか、
番組ブースや協賛社ブースでグル
3地下鉄「栄」
「矢場町」、
名鉄「栄町」
メなどが楽しめる。※入場無料
1☎951-2511 https://www.tokai-tv.com/matsuri2019/

SAKAE HALLOWEEN 2019
26日（土）・27日（日）11:00〜17:00（受付10：00）
―栄ミナミエリア・オアシス21ほか（栄エリア一帯）―
仮装して、仲間で、家族で盛り上げることのできる、
思い出作りの楽しい空間。クラウンや大道芸人、お菓子のつかみ取り、
盛り上げるパレード、写真をいっぱい撮って、みんなが楽しめる。それが
SAKAE HALLOWEEN！サカハロ！！
2サカハロワンダフルパスポート1,200円 3地下鉄「栄」、
名鉄「栄町」
1☎320-9100（10：00〜18：00）http://sakae-halloween.com

特別展「カラヴァッジョ展」
10月26日
（土）〜12月15日
（日）―市美術館― 驚異的な
画力と斬新な発想によって、400年前の美術界に新風を
吹き込んだイタリアの天才画家カラヴァッジョ。
日本では
ほとんど見られない貴重なカラヴァッジョの絵画を同時代
の画家たちの作品とともに紹介。
・メリージ・ダ・カラヴァッジョ
21,600円ほか 43531頁参照 1☎212-0001 ミケランジェロ
《ゴリアテの首を持つダヴィデ》
1609-10 年頃 ローマ、
ボルゲーゼ美術館蔵
http://www.art-museum.city.nagoya.jp/ © Ministero per i beni e le attività culturali ‒ Galleria Borghese
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覚王山参道ミュージアム vol.20

26日（土）〜31日（木）―日泰寺参道界隈― 周辺の小学生の作品展
示（灯籠）。覚王山秋祭 11月2日（土）
・3日（日・祝）10:00〜17：00
アート＆クラフトマーケット、ワークショップ、ステージ、ゲームコーナー、
多国籍飲食屋台も開催。 3地下鉄「覚王山」1☎751-8686

第30回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル
27日（日）9：30〜16：00 ―愛・地球博記念公園 モリコロパーク―
個人所有のクラシックカー約150台による公道パレードや
博物館収蔵のクラシックカーの走行披露、乗車しての記念
パレードは8：45にトヨタ博物館から出発 350頁参照
撮影あり。※入場無料、
1☎0561-63-5151 https://www.toyota.co.jp/Museum/exhibitions/data/ccf_2019/
11月の祭り・イベント
第20回 歩こう！文化のみち 3日（日・祝）ー文化のみちエリア及び各施設ー 1☎934-1106
農業センターまつり 2日（土）〜4日（月・休） ー 市 農 業 センターー 1☎801-5221
メッセナゴヤ2019 6日（水）〜9日（土） ーポートメッセなごやー 1☎223-5708
名古屋城 から有松・桶 狭 間 の 魅 力あるスポットを巡る観光 も楽しめるスポーツ大会 開催！
ロゲイニング in なごや

ロゲイニングとは

配付された地図をもとに、多数設置
されたチェックポイントをチームで制限
時間内にまわり、得られた点数を競うア
ウトドアナビゲーションスポーツです。

11月3日

日

祝

（木）〜 10月15日
（火）
申込期間 令和元年7月11日
※定員となり次第締め切ります お問合せTEL:052-685-0044
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やっとかめ文化祭2019 〜時をめぐり、文化を旅する、まちの祭典〜

10月26日（土）〜11月17日（日）―市内一円― 名古屋の
伝統文化をまちなかで体感するイベント。狂言や歌舞伎な
ど街角で上演する「芸どころまちなか披露」、まちの歴史や
文化を学ぶ「まちなか寺子屋」、40コースの「まち歩きなご
や」等。老舗料亭でお座敷芸や能を食事をしながら楽しむ
「お座敷ライブ」も開催。80を超えるプログラムを毎日開催。
1☎262-2580 http://www.yattokame.jp

