
1日（土）・2日（日）10：00～20：00 ―久屋大通公園 エディオン
久屋広場―　恒例、初夏のタイフェスティバルは今年で
15回目。タイ料理や物産販売屋台が所狭しと並び、
ステージではムエタイやタイ舞踊など、タイの文化が

たっぷりと堪能できる。 ※入場無料、雨天決行     3地下鉄「矢場町」 
1info@thaifestival-nagoya.jp   http://www.thaifestival-nagoya.jp

オアシス21（1日11：00～15：00・2日9：45～15：00）、豊橋
総合動植物公園（2日9：45～15：00）、尾張旭市渋川福祉セン
ター（2日9：00～13：30）　サテライト会場3ヶ所でイベントを
開催。愛知県森林公園における式典の模様の生中継や、各種

ブースが出展。 ※入場無料（豊橋総合動植物公園は入園料が必要） 
3オアシス21：地下鉄「栄」、名鉄「栄町」ほか 1☎954-6968 ※愛知県森林公園会場は招待者のみ
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6月1日（土）～10月15日（火）（8/10除く） ―木曽川・犬山橋下流～犬山城下―
（6月～8月）18：00～20：15、（9・10月）17：30～19：45、昼うかい11：50～13：50
（8/9・10を除く期間中の毎週火・木・土・日）　ライトアップされた国宝犬山城を背
景に、鵜舟の焚く篝火に照らされて川を下り、鵜匠の巧みな手縄さばきと鵜の妙技
を間近で楽しめる。※要予約　2（夜）3,000円ほか、（昼）5,000円ほか
3名鉄「犬山遊園」 1☎0568-61-2727 https://kisogawa-ukai.jp/

5月29日（水）～7月1日（月）10：00～18：00（最終日は17：00閉場
※入場は閉場30分前まで） ―名古屋栄三越 7階催物会場―　
日常の身近にあるものを別のものに見立てた、思わずクスッと
笑ってしまったり、さすが！とうなってしまうミニチュアアート作品
約160点を展示。   21,200円ほか 3地下鉄「栄」・名鉄「栄町」

1☎954-1107 http://tokai-tv.com/events/smp/miniature_life2019/

出来町天王祭
1日(土)・2日（日）8:00～22:00 ※雨天中止 ―東区明倫学区
一円―　無病息災・家内安全を祈願する祭。市の有形・無形民
俗文化財に指定されている「鹿子神車」「河水車」「王羲之車」
の豪華な3輌の山車が町内を練り歩く。
3市バス「徳川園新出来」 1https://higashiku-dashi.or.jp

5月31日(金)[宵祭]19：45～22：00・6月1日(土)［本祭］11：45～
22：00・2日（日）［千秋楽］10：00～22：00 ※雨天中止　―東区筒井町
商店街及び周辺―　市指定有形民俗文化財の「神皇車」「湯取車」
が奉曳され、「人形囃子」とともにからくり人形の実演もある。

3地下鉄「車道」 1☎090-3154-1928 (野崎さん)

6月1日（土）～10月31日（木）―横山美術館―　明治維新
後、重要な輸出品となった鹿児島の薩摩焼。金彩の絢爛豪華な
やきものは好評を博し、他の産地でもつくられて盛んに輸出され
た。人々を魅了した、煌めく「SATSUMA」を展示。　※展示解説
（会期中の第1・第3土曜日 １３：３０～）。　 423529頁参照
1☎931-0006 https://www.yokoyama-art-museum.or.jp

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

第35回 有松絞りまつり

第30回堀川まつり
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/

1日（土）・2日（日）9：00～16：00―桶狭間古戦場
伝説地、高徳院ほか―　桶狭間古戦場を舞台に
繰り広げられた今川・織田両軍将兵の慰霊祭。勇
ましく勝鬨をあげながら行進する武者行列、合戦
再現劇は必見。 3名鉄「中京競馬場前」

1☎0562-92-8332 https://welcome-toyoake.jp/
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オアシス21（1日11：00～15：00・2日9：45～15：00）、豊橋
総合動植物公園（2日9：45～15：00）、尾張旭市渋川福祉セン
ター（2日9：00～13：30）　サテライト会場3ヶ所でイベントを
開催。愛知県森林公園における式典の模様の生中継や、各種

ブースが出展。 ※入場無料（豊橋総合動植物公園は入園料が必要） 
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7日(金）16：00～21：00・8日(土）10：00～21：00
・9日(日）10：00～18：00―久屋大通公園―　全国
から31店舗が集まり、手羽先を食べてみんなでグ
ランプリを決定。※入場無料、雨天決行  

3地下鉄「栄」「矢場町」・名鉄「栄町」
1☎050-3385-2387  httpｓ://www.tebasaki-summit.ｊｐ

5日（水）10：00～ ―熱田神宮とその周辺―　熱田
神宮における最も重要で荘厳な祭。10:00より勅
使参向のもと、祭典が執り行われ、境内では終日
に亘り武道や芸能が奉納される。夕刻より献灯ま

きわらが点灯され、神宮公園から花火が約1,000発（19：40～20：30頃)
も上がる。※花火見物は3地下鉄「西高蔵」で。

335頁参照 1☎671-4151 https://www.atsutajingu.or.jp

（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」

荒子川公園ラベンダーフェア

Gulf 名古屋ノスタルジックカーフェスティバル2019

鶴舞公園花まつり

第６回 手羽先サミット®neo

尾張西枇杷島まつり

徳川園山車揃え

雨を聴く 徳川園の和傘

熱田まつり（尚武祭）

※見頃は気候により
 多少異なります。

6月6日（木）～7月7日（日）9：30～17：30(入園は
17：00）―徳川園―　梅雨時を彩る花木とあわせ
て日本庭園で和傘の風情と各種催事を楽しめる。
和傘の貸出し：6月8日（土）～23日（日）開園時間
中1本500円（黒門改札口）　  23521頁参照 1☎935-8988

1☎913-0087

1☎935-8988

名 城 公 園

（千種土木事務所）
1☎781-5211

千 種 公 園

アジサイ　約5,000株　6月上旬～下旬
3地下鉄「茶屋ヶ坂」（千種土木事務所）

1☎781-5211

茶屋ヶ坂公園

徳 川 園

ハナショウブ　95種・18,000株　６月上旬
3地下鉄「庄内緑地公園」1☎503-1010

庄 内 緑 地

1☎782-2111
東山動植物園

8日（土）・9日（日）10：00～16：00 ―ポートメッセなごや
１号館―　ノスタルジックカーの展示、車関係の部品等
の販売。 21,800円（当日） 360頁参照
1☎050-3321-5401 http://www.nostalgic.co.jp

開催中～9日（日）　ハナショウブ90種約2万株（見
頃：6月上旬頃）や、アジサイ2,300株（見頃：6月上旬
～下旬）が咲く。  ハナショウブ展 1日～9日9：00～
16：30（9日は16：00まで） 
 3地下鉄・ＪＲ「鶴舞」 1☎733-8340

8日（土）～16日（日）※期間中無休―荒子川公園
ガーデンプラザ―　コンサートやラベンダーに関連
する体験教室他、キッチンカー等による物販もある。
入園自由（ガーデンプラザは9：00～16：30まで）  

6期間中一部有料（普通車500円）
3あおなみ線「荒子川公園」1☎384-8787

2日（日）11:00～12:00 ―徳川美術館前広場― ※前日・当日の天候により中止あり 
　古より筒井町と出来町に伝わる山車5輌が祭り本番の最中に徳川園で出会い、競
演を繰り広げる。筒井町は武士の侍屋敷と商人の町、出来町は職人の町として栄え
た。隣り合うこの二つの地区では、町内の無病息災を願う天王祭が江戸期から行わ
れ、伝統的なからくり人形芸を披露する。     320頁参照 1☎935-8988

8日（土）12：00～21：00・9日（日）9：00～21：00―清須市西枇杷島
町美濃路沿道―　5輌の山車の曳きまわしとからくり人形の演舞
が見どころの200年以上続くまつり。8日 19：45～20：30打ち
上げ花火約2,000発※荒天時中止 9日 10：00まつりセレモニーを
「いこいの広場」で実施　 3名鉄「二ツ杁」、JR「枇杷島」

1☎400-2911 http://www.kiyosu-kanko.jp/

出品：名古屋花菖蒲会
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千 種 公 園
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演を繰り広げる。筒井町は武士の侍屋敷と商人の町、出来町は職人の町として栄え
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出品：名古屋花菖蒲会
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8日（土）・9日（日）9：30～17：00―トヨタ産業技術
記念館―　AA型乗用車、G1型トラックの走行披
露、初代クラウンなどの同乗試乗会、手織り体
験、特別ガイドツアー等、盛りだくさんのイベント
を開催。入場無料（当日は常設展示も入場無料）

 3522頁参照 1☎551-6115

7月15日（月・祝）・16日（火）ー那 古 野 神 社ー 1☎231-4030

7月5日（金）～21日（日）ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー 1☎954-1107

7月15日（月・祝）ー名古屋港ガーデンふ頭一帯ー 1☎654-7894

櫓太鼓と氷の彫刻コンクール

大高斎田御田植祭

クリエーターズマーケットVol.40

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

7月の祭り・イベント7月の祭り・イベント

開館25周年記念特別イベント「ノリノリウィークエンド」

第51回 豊田おいでんまつり

桶狭間古戦場まつり・万灯会

スヌーピーミュージアム展

紫陽花茶会

6月8日（土）～7月28日（日） ―豊田市内各所―　豊田
市を代表する市民祭り。6/8～7/14「マイタウンおいで
ん」、7/27 17：30～20：45（予定） 「おいでん総踊り」、
7/28 19：10～21：00（予定） まつりのフィナーレを飾る
「花火大会」（※荒天の場合中止）を開催。

1☎0565-34-6642 https://www.oidenmaturi.com/

「ピーナッツ」原画(部分)
1985年2月14日©PNTS

6月22日（土）～9月1日（日）―市博物館―　アメリカで約
50年にわたって新聞に連載されたコミック「ピーナッツ」
の魅力を、原作者シュルツ氏の美術館が所蔵する貴重な
原画作品やスケッチ、アニメーションのセル画、ヴィンテー
ジ・グッズ等で紹介。  21,300円ほか 43541頁参照
1☎853-2655 http://www.museum.city.nagoya.jp/

15日（土）・16日（日） ―白鳥庭園―　見頃を迎えた庭園
内の紫陽花を見ながら外国人による市民茶会、英語で
の庭園ガイドツアーや、伝統工芸の有松・鳴海絞展など
が楽しめる。　 42336頁参照

1☎681-8928 http://www.shirotori-garden.jp/

9日（日）9：30～20：00 ―桶狭間古戦場公園、長福寺、大
池周辺―　史跡めぐりツアー、歴史講演会、ステージイ
ベント、ご当地キャラ歴史探検隊、甲冑行列など開催。
日没後両軍戦死者を弔い、3500本の灯ろうを大池の周
りに点灯。　 3名鉄「有松」より市バス「桶狭間寺前」ほか

1☎080-6968-7584（中村） http://okehazama.net

23日（日）10：00～ ―熱田神宮摂社氷上姉子神社(緑
区大高町)―　水玉模様の着物に身をつつみ、手甲・脚
絆菅笠をつけた早乙女が田植歌に合わせ田舞を舞い橙
色の装束をつけた男性奉耕者の介添えで、早苗を斎田
に植えて、五穀豊穣を祈る。 3JR「大高」から徒歩25分 1☎671-4151

28日（金）14：30～（櫓太鼓）・17：00～（コンクール） ―万松寺通商店街アー
ケード内―　大相撲呼び出し拓郎氏による櫓太鼓の実演。東海三県の一流
ホテルシェフ等による、氷の彫刻コンクールは、大須の初夏の風物詩。 

3地下鉄「上前津」  1☎261-7944

那古野神社例大祭（天王祭）

海の日名古屋みなと祭花火大会

名古屋オクトーバーフェスト2019

29日（土）・30日（日）11:00～18:00 ―ポートメッセなごや2・３号館―　中部
地区最大級のギャラリー＆マーケットイベント。アート・イラスト・アクセサリーか
ら雑貨クラフト・インテリアまで幅広いジャンルが揃う「つくるひとの祭典」。   
29００円 360頁参照 1☎253-6601 https://www.creatorsmarket.com/

まん  とう   え

久屋大通公園
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まん  とう   え

久屋大通公園

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 6月10日（月）11：00～17：00
マーブル染め 6月17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）
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