
9月3日（火）～10月31日（木）10：00～17：00（受付16：00まで）
―ノリタケの森 クラフトセンター2F 体験コーナー―　クラフ
トセンター2Fで好評開催中の絵付け体験コーナーに期間限
定で「かぼちゃ」「おばけ」の下絵が入ったプレートをご用意。

作品のお届けは1～2週間後。   22,000円（別途クラフトセンター入館料が必要）  
3523頁参照 1☎561-7114 https://www.noritake.co.jp/mori/

9月の祭り・イベント情報9月の祭り・イベント情報

9月1日（日）～11月30日（土）―名古屋市内一円―　今年のテーマは「城まちTRIP」。
名古屋だから楽しめる、城を軸とした「まち旅」の魅力を市内４つのエリア（名古屋
城、円頓寺、熱田、有松・鳴海）にフィーチャーし、そのエリアに縁のある方が案内人
となり、魅力や楽しみ方をご紹介。この秋は、名古屋城から巡る名古屋の「まち旅」
に出かけよう！  1名古屋観光コンベンションビューロー ☎２０２-１１４３

2019名古屋  秋の観光キャンペーン

7日（土）・8日（日）9：30～17：00頃（雨天決行）―久屋大通公園
（エディオン久屋広場・エンゼル広場）―　東海地方の県人会を
中心に、特産品販売、観光ＰＲなどを通してふるさとの魅力を
紹介。ステージでは郷土芸能やフラダンス、「ゆるキャラ®」
も大集合！ 3地下鉄「矢場町」 1☎211-0083 写真提供：読売新聞社

黒織部茶碗　銘「板庇」（桃山時代）

ふるさと全国県人会まつり2019

「かぼちゃ」「おばけ」の塗り絵プレート登場！

4日（水）～8日（日）10:00～21：00 ―ウィルあいち、ミッドランド
スクエアシネマ、弥富市、蟹江町―　２4回目を迎える、国内
唯一の国際女性映画祭。【ウィルあいち会場】8日（日）『男は
つらいよ 寅次郎純情詩集』＆倍賞千恵子さんトークなど。

21,200円ほか 3(ウィルあいち)地下鉄「市役所」
1☎962-2520 httpｓ://www.aiwff.com

「茶道具の黒　かたちと質感」展
9月7日（土）～12月8日（日）―昭和美術館―　無機質なイメージ
のある黒を使った茶道具の、洗練されたかたちや多彩な質感といっ
た魅力を紹介。黒を効果的に使用した装飾など、様々な表情をもつ
茶道具から黒の効果を感じていただく。　 423538頁参照 

1☎832-5851 http://www.spice.or.jp/～shouwa-museum/

あいち国際女性映画祭2019

カ フラ ホア in Nagoya
7日（土）9：00～20：30・8日(日）9：00～19：00―オアシス
21「銀河の広場」―　フラを知る、学ぶ、体験する！ハワイと
繋がる2日間！会場内はノンストップのフラやタヒチアンのス
テージほか、ショッピングモールでの買い物やワークショッ
プが楽しめる。盛りだくさんの参加型ハワイアンイベント。

※入場無料 325頁参照 1☎045-511-8418 http://kahulahoa.com/

9月11日（水）～10月6日（日）11：00～21：00―
矢場公園特設会場―　東京で大人気のグルメイ
ベントが名古屋初上陸。「激辛だけど超うまい！」
をコンセプトに世界各国の激辛グルメが集結。入場無料（飲食有料・食券
制）※9/17・24・30、10/1は休業 3地下鉄「矢場町」
 1☎331-9966 https://www.nagoyatv.com/gekikara-gourmet/

激辛グルメ祭り2019 in 栄ミナミ

白鳥庭園  観月茶会
13日（金）～15日(日）―白鳥庭園―　観月茶会の
3日間は夜間開園(9：00～21：30、入園は21：00ま
で)を行い、夕刻から月を愛でるお茶会を開催。(前
売券を正門にて販売し、なくなり次第終了)。

@?23536頁参照 
1☎681-8928 http://www.shirotori-garden.jp/

月を掬う 徳川園観月会
すくすく

13日（金）・14日（土）9：30～20：30（入園は20：00
まで）―徳川園―　園内にある龍仙湖に月見飾り
を乗せた和舟が浮かぶ。9/15（日）15：00～16：00
ちびっこ「お月見どろぼう」を開催。   

23521頁参照 1☎935-8988
https://www.tokugawaen.aichi.jp

下水道科学館まつり
7日（土）・8日（日）9：30～16：30 ―下水道科学館―　
下水道や水環境について楽しく遊びながら学べるイベン
ト。ステージショー、工作教室など。名城水処理センター
の施設見学も行う。※入場無料 　 3556頁参照

1☎911-2301  http://waterlab.nagoya/
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２１日（土）・２２日（日）10：00～17：00―市中小企業
振興会館（吹上ホール）―　国内最大規模の爬虫両生
類動物の展示即売会。爬虫両生類動物とのふれあいや
ステージコーナー、珍しい小動物の展示など。生き物と

生活する際のモラル、マナーなどの講習会も実施予定。 
 21,400円ほか 359頁参照 1☎243-8600 https://tv-aichi.co.jp

14日（土）10：00～16：00―久屋大通公園エンゼル広場・
エディオン久屋広場・光の広場―　環境について楽しみなが
ら学べる市民・事業者・行政が協働で行う市内最大の環境
イベント。今年は20回目。ステージでは芸能人と一緒に環
境について考える。 3地下鉄「栄」「矢場町」・名鉄［栄町」

1☎972-2684 http://www.kankyoday.com/

環境デーなごや２０１9 中央行事

9月20日(金)・ 23日(月・祝)、28日(土)、10月5日（土）と10月12日（土）～11月
2日(土)までの土曜・日曜―スカイホール豊田(豊田市総合体育館）―※時間
は開催日により異なる　大型スクリーンによる試合の放映（パブリックビューイン
グ）やラグビー体験、なごやめし等の地域の飲食物や大会公式グッズの販売
等が行われる入場無料のイベントスペース。 3名鉄「豊田市」より徒歩18分
1☎0565-34-6786 https://www.city.toyota.aichi.jp/worldcup2019/

9月29日（日）～11月10日(日）の毎日曜と10月26日（土）※10月20日（日）を除く 
12:00～17:00　大津通栄交差点～矢場町北交差点までが車両進入禁止。 
音楽ライブやクリエイターズマーケット等のイベントを開催予定。※天候等で
中止の場合あり。　   3地下鉄「栄」「矢場町」・名鉄「栄町」

1☎241-9804 https://www.sakaeminami.jp/

14日（土）～16日（月・祝）10：00～17：00 ―テレピアホール―
　重要無形文化財保持者（人間国宝）をはじめとする東海地
方の著名な陶芸作家の作品を一堂に展示し、販売も行う。手
にとって観ることもできる。※入場無料 　 

3地下鉄「栄」・名鉄「栄町」・市バス「東新町」 
1☎838-5466（平日10：00～18：00） http://www.tokaitogeiten.com/

第88回せともの祭

東海陶芸展 2019

14日（土）9：00～20：00・15日（日）9：00～19：00―名鉄
瀬戸線「尾張瀬戸」駅周辺、市内一円―　日本最大規模の
陶磁器イベント。瀬戸川の両岸に約200軒ものせともの店
が立ち並ぶ「せともの大廉売市」は見ごたえ満点。　

 3名鉄「尾張瀬戸」下車すぐ 
  1☎0561-85-2730 http://www.seto-marutto.info/

9月15日（日）～11月10日（日）―徳川美術館・市蓬左文庫―
　将軍家に次ぐ格式を誇った尾張徳川家当主の公私
さまざまな場面を飾ってきた陶磁器から、選りすぐりの
作品を紹介。  423520・21頁参照
1☎935-6262 https://www.tokugawa-art-museum.jp/

秋季特別展　殿さまとやきもの ―尾張徳川家の名品―

曜変天目（油滴天目） 大名物
中国・金時代　12～13世紀

9月21日（土）～11月4日（月・休）―市博物館―　私たちの
住む地域では、歴史上どのような災害が起きたのか。そして
人々はどのように災害と向き合ってきたのか。江戸時代から
伊勢湾台風に至るまでの濃尾平野を襲った災害に迫る。

          2300円ほか 43541頁参照
1☎853-2655 http://www.museum.city.nagoya.jp/

南大津通歩行者天国

野外オペラ「蝶々夫人」公演

9月25日（水）～12月1日（日）―トヨタ産業技術記念館エントランス
ロビー(無料ゾーン)―　トヨタグループの歴史を辿ると当時の
志や熱き思いが見えてくる。ここ栄生の地にグループの起源
が誕生して100年が経過した今、改めてこの企業グループが
どこから来てどこへ向かうのかを展示。

43522頁参照 1☎551-6115

企画展「トヨタグループはじまり物語 ～世の人のために、これからも～」

ナゴヤレプタイルズワールド2019

ラグビーワールドカップ2019TM ファンゾーン in 愛知・豊田

伊勢湾台風60年事業  特別展 治水・震災・伊勢湾台風

26日(木)～29日（日）18:00開演―名古屋城天守閣前広
場特設ステージ―　名古屋城天守閣と本丸御殿を借景に
開催される、日伊共同制作の本格的オペラを野外で体感。 

225,000円ほか 316頁参照 1☎0570-023-223
https://sawakami-opera.org/stage/

japan-opera-festival/jof2019/madam-butterfly/
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南大津通歩行者天国

野外オペラ「蝶々夫人」公演

9月25日（水）～12月1日（日）―トヨタ産業技術記念館エントランス
ロビー(無料ゾーン)―　トヨタグループの歴史を辿ると当時の
志や熱き思いが見えてくる。ここ栄生の地にグループの起源
が誕生して100年が経過した今、改めてこの企業グループが
どこから来てどこへ向かうのかを展示。

43522頁参照 1☎551-6115

企画展「トヨタグループはじまり物語 ～世の人のために、これからも～」

ナゴヤレプタイルズワールド2019

ラグビーワールドカップ2019TM ファンゾーン in 愛知・豊田

伊勢湾台風60年事業  特別展 治水・震災・伊勢湾台風

26日(木)～29日（日）18:00開演―名古屋城天守閣前広
場特設ステージ―　名古屋城天守閣と本丸御殿を借景に
開催される、日伊共同制作の本格的オペラを野外で体感。 

225,000円ほか 316頁参照 1☎0570-023-223
https://sawakami-opera.org/stage/

japan-opera-festival/jof2019/madam-butterfly/
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10月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　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、名古屋城
（9：00～16：30）ほかではステージやイベントが行われる。 
3地下鉄「市役所」「栄」ほか 1☎972-7611 http://www.nagoya-festival.jp/

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

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～

第65回 名古屋まつり

メ～テレ ウルフィまつり2019

　名古屋の秋を彩る最大のまつり。信長・秀吉・家康の三英傑が合戦の
再現を交えて練り歩く「郷土英傑行列」をメインに実施。
【販売詳細】 　日時 10月20日（日）のみ　コース 市役所～栄～矢場町
 観覧席入場時間 10：00～　料金 市役所前席2,000円（税込）※大人・小人同額
 チケット販売方法  9月19日（木)～名鉄観光（名駅地下、栄地下、金山、藤ヶ丘）、
ローソンチケット（ローソン、ミニストップ）： ☎0570-084-004 (Lコード：40758)
チケットぴあ（セブン-イレブン、ファミリーマート）： ☎0570-02-9999(Pコード：643-308)
（※ファミリーマートでは、ぴあwebサイトで予約後の入金・引き換えが可能）

1☎202-1143 https://www.nagoya-info.jp/

第65回 名古屋まつり行列 観覧席チケット販売

なやばし夜イチ ビール祭り

秋 　 ま 　 つ 　 り 10月12日（土）～14日（月・祝） ー農業文化園・戸田川緑地ー 1☎302-5321
第19回長者町ゑびす祭り  10月12日（土）・13日（日） ー長者町通りー 1☎231-6047
ブルーボネットハロウィーン  10月5日（土）～27日（日） ー ー 1☎613-1187

28日（土）・29日（日）10：00～18：00（予定、雨天決行・荒天中止）
―エディオン久屋広場ほか―　メ～テレ制作の人気番組の生
中継や公開収録、豪華アーティストによる無料ライブのほか
ウルフィとふれあえたりなど子どもも大人も楽しめる多彩な
イベントを開催。 3地下鉄「栄」「矢場町」・名鉄「栄町」 1☎331-8111

10月の祭り・イベント10月の祭り・イベント

その他の10月の祭り・イベントその他の10月の祭り・イベント

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

10月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。 3名鉄「有松」 1☎621-3000

有松天満社・秋季大祭（有松山車まつり）

27日（金）16：00～21：00、28日（土）13：00～21：00
―納屋橋～錦橋の堀川沿い遊歩道―　なやばし夜
イチオリジナルビールをはじめ、東海地方を中心に全
13社約30種類以上のビールが集まる。
※入場無料、ビールは別途チケット購入が必要。

　3地下鉄「伏見」「国際センター」 1☎070-5256-8802

名古屋港ワイルドフラワーガーデン
ブルーボネット
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日祝11月3日

ロゲイニング in なごや

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！

申込期間 令和元年7月11日（木）～10月15日（火）
※定員となり次第締め切ります お問合せTEL:052-685-0044

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。
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