
4月14日（日）～6月2日（日）10：00～17：00（入館
は16：30まで）―徳川美術館―　徳川家康所持の

刀剣の他、尾張徳川家が徳川将軍から拝領した国宝9振を含む、徳川将軍ゆかりの
名刀全114振を公開。刀剣を通じた武家儀礼と大名家にとっての刀剣授受の意義を
探りながら、将軍家と尾張徳川家の関係の深さを紹介する。 423520頁参照

1☎935-6262 https://www.tokugawa-art-museum.jp/

3日（金・祝）～6日（月・休）―白鳥庭園― ※雨天決行　
新緑のひとときを茶会やコンサート・グルメなど
で楽しむ。「さつき市民茶会」（いずれも10：00～
15：30）。「コンサート」3～6日：ピアノや和太鼓
のコンサート。郡上本染の鯉のぼり展示 など。
4236頁参照 3地下鉄「神宮西」 1☎681-8928

5月5日（日・祝)～6月9日（日）の毎日曜日と5月11日（土）の7日間 12：00～18：00 
―栄交差点～矢場町北交差点までの区間（車両進入禁止）―　5日：まちかど
ライブ 11・12日：栄ミナミ音楽祭’19 6/2日：クリエイターズマーケット。
※天候により中止の場合有 1☎241-9804 http://www.sakaeminami.jp/

2日（木・休）～4日（土・祝）10：00～17：00  ―市中小企業振興会館（吹上ホー
ル）―　全国の骨董業者が190ブースの会場を埋め尽くす。壷、皿、掛軸、鎧に
着物、レトロ物、おもちゃに看板、ガラスなどあらゆる品物が大集合。ほか、招き
ねこなど縁起物も勢ぞろい。※入場無料　   3地下鉄「吹上」 1☎731-5586

11日(土）・12日（日）10：30～20：00―久屋大通公園 
エディオン久屋広場―　ラテンアメリカを中心とした
各国の飲食物や物産の販売。ステージでは本場なら
ではの音楽演奏やダンス。老若男女、国籍関係なく
楽しめる！※入場無料  3地下鉄「栄」、名鉄「栄町」

1☎090-3555-7110（浜田） https://www.facebook.com/nagoyalatino/

3日（金･祝）～5日（日・祝）9：00～16：30 タマネギ収
穫体験、季節の野菜収穫体験、クバーラで遊ぼう、ウォーク
ラリー55匹のかくれんぼ!!!、季節の花市場、こども写生
会など。※収穫体験は作柄により中止になる可能性あり。
 6期間中有料（普通車1回500円ほか） 423542頁参照

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

10日（金）～25日（土）―堀川納屋橋周辺と錦橋～天王崎橋
両岸― 名古屋の都心を流れる、「堀川」再生に向けた
イベント。テーマ「堀川に花と灯りでにぎわいを」。市民
の手で納屋橋と堀川沿川に花400鉢、行燈100基等を

展示。そのほかゴンドラ体験乗船、ゴンドラ結婚式、中学生の大コーラス、市民
団体によるイベント、作品展示など開催。　  3地下鉄「伏見」、「国際センター」

1☎972-2891 http://horikawa.flower-festival.com

11日（土）・12日（日） ―矢場公園・ナディアパークア
トリウム等40会場以上― 13年目を迎え、栄ミナミ
エリアを中心に大須・久屋・名駅・金山で４０会場以上。
スペシャルゲストにサンプラザ中野くん、Ka-Na等、約
５5０組のアーティストで名古屋を盛り上げる。 3地下鉄「矢場町」ほか

1☎251-1517 http://www.sakaeminami.jp/event/ongakusai/

名古屋骨董祭

特別展 徳川将軍ゆかりの名刀

名古屋城春まつり

堀川フラワーフェスティバル 2019

第10回ナゴヤラテンアメリカフェスティバル2019

栄ミナミ音楽祭 ’19

5月の祭り・イベント情報5月の祭り・イベント情報

森の鯉のぼり

春浪漫

農業文化園・戸田川緑地 とだがわまつり

ケロロ展 IN AREA 758

南大津通歩行者天国

国宝　短刀 銘 吉光　名物 後藤藤四郎　徳川美術館蔵

4月6日（土）～5月31日（金） ―ノリタケの森―　シンボル
6本煙突モニュメントの間を今年も色とりどりの鯉のぼり
約５０匹が泳ぐ。明治時代に建てられた赤レンガ造りの建
物や、名古屋駅の高層ビル群との対比も楽しめる。
423523頁参照 1☎561-7114 https://www.noritake.co.jp/mori/

開催中～5月6日（月・休）9：00～17：30 ―名古屋城―　春の
花々が咲き乱れ、賑わいにあふれる場内で春の宴を堪能！ 
4/27～5/6日重要文化財「西北隅櫓」特別公開（9：00～

17：15 ※最終入館17：00）、1・2日木曽川うかい＆「わん丸君」参上！（11：00～、13：30～）、
4日火縄銃実演（11：30～、13：30～）、5日古武道大会（9：30～16：00）など。
 2316頁参照 1☎231-1700 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/
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穫体験、季節の野菜収穫体験、クバーラで遊ぼう、ウォーク
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物や、名古屋駅の高層ビル群との対比も楽しめる。
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開催中～5月6日（月・休）9：00～17：30 ―名古屋城―　春の
花々が咲き乱れ、賑わいにあふれる場内で春の宴を堪能！ 
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11日（土)・12日（日）―中村公園一帯―　11日11：00
～太閤出世太鼓、14：00～高橋流津軽三味線、15：00
～神道一刀流詩舞道ほか（中村文化小劇場）、12日
13：00～豊太閤頭巾行列、出世稚児行列（競輪場～

中村公園）、16：00～棒の手披露（野外ステージ）。9：30～中村公園内「桐
蔭」茶席にて呈茶あり。　  3地下鉄「中村公園」 1☎411-0003

5月18日（土）～6月2日（日）9：00～17：30 ―
西之丸（広場）―　名城さつき会協力による名
古屋城さつき大会を開催。銘木、銘花、盆栽な
ど12部門、作品約300点を展示。また、18日・
19日は、さつき栽培相談所を開設。

2316頁参照  1☎231-1700

（名城公園フラワープラザ）
ハナショウブ　 約3,600株　5月下旬～6月上旬

ハナショウブ　 約26種・約1,700株　5月下旬～6月中旬

ユリ　約15種・約10,000球　5月下旬～6月中旬

バラ　 約230種・920株　5月中旬～6月下旬

3地下鉄「名城公園」

3市バス「徳川園新出来」

3市バス「北千種町」

3地下鉄「星ヶ丘」「東山公園」

５月11日（土）～6月9日（日）9：00～16：45 ―
庄内緑地― 70種約2,500株のバラと95種
約18,000株のハナショウブが初夏を彩る。
見頃：バラ：5月中旬～7月上旬、ハナショウブ：
6月上旬。イベント期間中は、バラ苗販売やコ
ンサート、ミズノ主催の健康運動教室、みどり
と触れ合う体験教室など様々な催しを開催。

3地下鉄「庄内緑地公園」  1☎503-1010

4日(土・祝）・5日（日・祝）9：30～16：00 ―市緑
化センター― 初夏から夏にかけての花苗や
鉢花や新鮮野菜を販売。ナゴヤビーガングルメ
祭り2019春（5日10：00～16：00）なども開
催。花まつり（～6/9）開催中。  

3地下鉄・JR「鶴舞」 1☎733-8340

15日（水）試楽祭16：00～・16日（木）本祭10：00～ ―若宮
八幡社― 4体のからくり人形が乗る福禄寿車（山車）を中
心に、古式ゆかしい時代行列が繰り広げられる。15日境内
にて山車からくりの人形実演、16日本祭（10：00～）本殿で
例祭が執行された後、山車からくり奉納。13：00～神輿渡
御、山車奉曳があり、那古野神社まで本町通りを往復する。
※雨天中止  3地下鉄「矢場町」 1☎241-0810

春のグリーンバザール

第68回 名古屋城さつき大会

初夏の華まつり～バラ・ハナショウブ～

若宮まつり

所蔵品展「Color ～色彩からのメッセージ～」

太閤まつり

2019 Nagoya Vertical Running MIDLAND SKYRUN

大須馬の塔

※見頃は気候により
 多少異なります。

18日（土） ―大須観音本堂―　縁日の大法要が行われる。本堂前にて縁
起説明、絵馬（大 1,000円、小 500円）授与。また、馬のおみこしを子ども
がかつぎ、大須観音から商店街を練り歩く。

3地下鉄「大須観音」 1☎231-6525

12日（日）12：00～21：00（予定）―ミッドランドスクエア オフィス
棟―　超高層ビルの非常階段を展望台の頂きを目指し、一気
に駆けあがる新競技、階段垂直マラソン。1階から44階までの
1,197段を自分の足のみでチャレンジ。 　24,000円ほか
3地下鉄・JR・名鉄「名古屋」 1info_mcs@japan-verticalrun.jp

https://nagoyavr.wixsite.com/2019ms

5月18日（土）～6月30日（日） ―古川美術館―　美術作品
の“色”に着目し、洋画・日本画を中心に、色がもたらすイ
メージ、心理的メッセージや主題の意味合いをより強く印象
付ける色、作家の思いや思考を表す色など、色彩がもたらす
様々な視覚的、心理的効果を読み解く。　 21,000円ほか
 43538頁参照 1☎763-1991 http://www.furukawa-museum.or.jp/

竹内栖鳳　「松魚」
古川美術館蔵

1☎913-0087

1☎935-8988

名 城 公 園

（千種土木事務所）
1☎781-5211

千 種 公 園

徳 川 園

1☎782-2111
東山動植物園
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古屋城さつき大会を開催。銘木、銘花、盆栽な
ど12部門、作品約300点を展示。また、18日・
19日は、さつき栽培相談所を開設。

2316頁参照  1☎231-1700

（名城公園フラワープラザ）
ハナショウブ　 約3,600株　5月下旬～6月上旬

ハナショウブ　 約26種・約1,700株　5月下旬～6月中旬

ユリ　約15種・約10,000球　5月下旬～6月中旬

バラ　 約230種・920株　5月中旬～6月下旬

3地下鉄「名城公園」

3市バス「徳川園新出来」

3市バス「北千種町」

3地下鉄「星ヶ丘」「東山公園」

５月11日（土）～6月9日（日）9：00～16：45 ―
庄内緑地― 70種約2,500株のバラと95種
約18,000株のハナショウブが初夏を彩る。
見頃：バラ：5月中旬～7月上旬、ハナショウブ：
6月上旬。イベント期間中は、バラ苗販売やコ
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若宮まつり
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千 種 公 園

徳 川 園

1☎782-2111
東山動植物園
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6月の祭り・イベント6月の祭り・イベント

6月1日（土）・2日（日）9：00～17：00 ―緑区有松東海道
一円―　江戸時代より受け継がれてきた伝統工芸有松
しぼりの魅力を十分に堪能できる祭り。絞りの実演、
体験、展示、パレード、町並みツアー、山車飾りなど盛り

だくさん。第35回を迎える今年はより充実したイベントを楽しむことが
できる。　 337頁参照  1☎621-0111

熱田まつり（尚武祭） 　5日（水） 　 ー熱田神宮とその周辺ー1☎671-4151
徳川園山車揃え

出来町天王祭 1日（土）・2日（日）ー東区明倫学区一円ー1

タイフェスティバルin名古屋2019

8日（土）・9日（日）ー清須市西枇杷島町南松原周辺ー1☎400-2911尾張西枇杷島まつり

　2日（日） 　ー徳川園（徳川美術館前）ー1☎935-8988

7日（金）～9日（日）ー久 屋 大 通 公 園ー1☎050-3385-2387第6回 手羽先サミット®neo

1日（土）・2日（日）ーエディオン久屋広場（久屋大通公園）ー1

5/31日（金）～6/2日（日）ー東区筒井町商店街及び周辺ー1☎090-3154-1928（野崎）筒井町天王祭

19日（日）10:00～15:00―愛・地球博
記念公園 地球市民交流センター―　
アクティビティ、パフォーマンス、
各国料理、国際交流、豪華抽選会を

楽しむことで地元で支援を必要としている人々をサポートできるイベント! 
350頁参照 1chubu@accj.or.jp  https://www.chubuwalkathon.com

30日(木）・31日(金）10：00～17：00―ポートメッセ
なごや2号館―　中部地区最大級の総合防災展。防
災・減災・BCPに関する製品や技術・サービスを紹介。防
災・減災セミナーも開講。※入場無料（登録制）

3あおなみ線「金城ふ頭」
1☎735-4831 http://lifeguardtec.com/

e-mail
info@thaifestival-nagoya.jp

http://higashiku-dashi.or.jp

24日（金）～26日（日）9：30～21：00（予定）―オアシス２１、
エディオン久屋広場―　今年はオアシス21と新たにエ
ディオン久屋広場が会場になりスケールアップ！ フラダ
ンサーやアーティストが彩るステージやハワインアン雑
貨・アパレルなどのショッピング、人気のハワイアンフード

など盛りだくさん。栄のど真ん中でハワイを感じよう。 ※24日（金）はオアシス
21会場のみの開催  3地下鉄「栄」「矢場町」、名鉄「栄町」 1☎588-4477

第35回 有松絞りまつり

第30回堀川まつり

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

その他の6月の祭り・イベントその他の6月の祭り・イベント

第28回ウォーカソン国際チャリティーフェスティバル

第19回 きんさん de ないと！

JST Nagoya HAWAI’I Festival 2019

5月30日(木）～6月1日(土）10：00～17：00 ―ポート
メッセなごや―　中部地区最大級の福祉・健康産業展。
最新の福祉車両や健康・福祉機器を展示。講演会・
セミナーなど多数開催。※入場無料（登録制）  

3あおなみ線「金城ふ頭」 1☎735-4831
 http://www.nagoya-trade-expo.jp/welfare/

第22回 国際福祉健康産業展～ウェルフェア2019～

第7回 中部ライフガードTEC 2019　防災・減災・危機管理展

20日（月）14:00～24:00―中区錦3丁目界隈― 　恒例の”食べ歩き＆
はしご酒”を楽しめる錦三のお店79店舗が参加するイベント。お得な前売り
チケットが好評発売中。　2当日チケット1セット（4枚）4,300円ほか 

1☎951-6261 http://www.kinsei-bl.co.jp

6月1日（土）13：30頃～20：00頃・2日（日）11：00頃～20：00頃―
熱田区宮の渡し公園界隈―　1日 各種太鼓演奏、バザー、大治太鼓
演奏、まきわら船点灯、まきわら船曳き廻し（19：00頃～20：00頃）、提
灯行列、献灯会。2日 バザー、大山曳き廻し（12：00頃～14：00頃）、
菓子まき、まきわら船曳き廻し（19：00頃～19：40頃）、新元号祝賀花火（19：40頃～）

3地下鉄「伝馬町」 1☎682-5008 http://horikawamachi.net/
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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 5月13日（月）11：00～17：00
マーブル染め 5月20日（月）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）

11

祭
・
イ
ベ
ン
ト


