
26.11.18
田畑

26.11.22
榮一

26.11.28
柴田

26.12.1
榮一

26.12.4
柴田

ケロロ展 IN AREA 758

3地下鉄
「東別院」

3地下鉄
「市役所」・「丸の内」

3地下鉄
「矢場町」

3地下鉄
「大曽根」

3地下鉄
「中村日赤」

3地下鉄
「砂田橋」・「茶屋ヶ坂」

335頁参照 1☎671-4151  

新年あけましておめでとうございます。

いつも「キラッ都ナゴヤ」をご覧いただいている方、
初めて手にした方、本年も、名古屋の魅力やタイム
リーな情報を毎月提供してまいりますので、よろしく
お願いいたします。

今年は、名古屋にいろいろな施設がオー
プンしたり、リニューアルオープン予定です。

名古屋観光コンベンションビューローの
ホームページ「名古屋コンシェルジュ」も
全面リニューアルし、近日公開です。
スマホでの使いやすさの向上や、多言語
対応、そして何より、検索したくなる情報
満載のサイトです。ご期待下さい!!

今年も「キラッ都ナゴヤ」「名古屋コンシェルジュ」を見て、いろいろな
ところへGo!!

あなたも“名古屋の観光PR特使!!”名古屋の見どころやイベントをぜひ
PRお願いします。

本年がみなさまにとってよい一年となりますようご祈念申し上げて、
新年のご挨拶といたします。

公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー
理事長 杉﨑　正美

熱田神宮 歩射神事

さい　 たん　 さい

とう  か  しん  じ

 ほ  しゃしん  じ

大須観音 左義長火祭り

 す さの  お

 たか む

東 別 院
☎321-9201

13日(月・祝)14：30～　境内特設壇にてお札・お正月
飾りなどをお焚きあげする。家内安全・諸願成就の
大護摩木を奉納し、火防守護のお札をご授与する。
※大護摩木志納料1,000円（一本）334頁参照 1☎231-6525

城 山 八 幡 宮
☎751-0788

高 牟 神 社
☎731-2900
大 須 観 音
☎231-6525
八事山興正寺
☎832-2801

愛知縣護國神社
☎201-8078

若 宮 八 幡 社
☎241-0810
山 田 天 満 宮
☎981-5695

素 盞 男 神 社
☎482-5576
上 野 天 満 宮
☎711-6610

1日（水・祝）0：00～1：30 初鐘　
  　　　　  0：15～ 初鐘法要

1日（水・祝）0：00～1：00 歳旦祭　大篝火が焚かれる
1日（水・祝）～7日（火） 初詣まつり　＊祈祷、甘酒授与
4日（土） 弓始奉射会　振袖女子奉射等
1日（水・祝）10：00 歳旦祭（奉賛会祈願祭）
5日（日）10：00～15：00 初えびす

3日（金）・8日（水）11：00 初金祭（金運招福・商売繁盛・開運くじ）
11日（土）～13日（月・祝）9：00～16：00 合格祈願祭

6日（月）9：00～17：00 新年特別祈祷
手帳・電卓・ケイタイ等を祓い、商売繁盛を祈願

15日（水）左義長祭 古いお札やお守りなどのお祓い
25日（土）初天神祭　＊両日うそ鳥授与

3地下鉄
「本山」・「覚王山」

1日（水・祝）0：00開門、7：00 歳旦祭
※2：00～7：00（各種受付停止・参拝可）
1日（水・祝）0：00～ 新年大太鼓
1日（水・祝）・2日（木）10：00～16：00 正月特別祈祷

3地下鉄・JR
　　  「千種」

1日（水・祝）0：00～ 元朝護摩・除夜の鐘
1日（水・祝）～3日（金）10：00～17：00 新年開運初護摩祈祷会

3地下鉄
   「大須観音」

1日（水・祝）～4日（土） 初護摩祈祷会
 茶室竹翠亭では正月菓でのおもてなしも（有料）　 

3地下鉄
　　 「八事」

歳 旦 祭   1日(水・祝) 5：00～　今年がよき年であるよう祈願される。
初えびす 5日 (日） 0：00～　商売繁盛、家内安全を祈る。
踏歌神事 11日 (土)　10：00～・13：00～　舞と歌曲により、除厄と招福を祈る。
歩射神事 15日 (水) 　13：00～　大的に36本の矢を奉射し、豊年と除災とを祈る。

熱田神宮

久屋大通公園テレビ塔エリア

栄バスターミナル跡地 久屋大通公園北エリア

1月の祭り・イベント情報1月の祭り・イベント情報
初詣などのご案内※このほかの社寺は47頁参照

令和２年 祝 謹賀新年令和２年 祝 謹賀新年
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26.11.18
田畑

26.11.22
榮一

26.11.25
榮一

26.12.1
榮一

26.12.10
小木曽

26.12.16
小木曽

2019年１２月３１日（火）～2020年１月13日
（月・祝）ー名古屋城ー　年越しカウントダウン
イベントをはじめ、お正月遊び体験、恒例の
鯱食堂（飲食ブース）など盛りだくさんのイ
ベントを開催。

1月2日（木）～3月1日（日）―古川美術館―　古川
美術館初代館長・故 古川爲三郎の収集したコレク
ションの中から、その中枢を担う富士図、刀剣、美人
画を中心に紹介。  
5月曜日（但し、1月13日（月・祝）、2月24日（月・休）は
開館、翌日休館） 42338頁参照 1☎763-1991

「ラフ∞絵」名古屋展  一瞬の閃き…無限のイマジネーション

横山大観「海暾」

4日（土）～31日（金）―徳川美術館―　今も多くの人々に愛
され続ける良寛は、名利にとらわれぬ生活を送った托鉢僧
であった。その人間性を表出した書は、見る者の心にあたたか
さと感動を与える。日本有数の良寛コレクター秘蔵の遺墨を
中心に、新出の作品を加えて公開。 

21,400円ほか 43520頁参照 1☎935-6262自画像　良寛像（部分）　
個人蔵

《麗子微笑》　重要文化財　1921年10月15日　油彩/麻布　東京国立博物館
Image : TNM Image Archives　展示期間：1月8日～2月16日

コートールド美術館展 魅惑の印象派

没後90年記念 岸田劉生展

名古屋城冬まつり

東山動植物園 正月行事

2日（木）～13日（月・祝）10：00～19：30（2日は9：30～、最終日
は15：00まで）―名古屋栄三越 7階 催物会場―　「こち亀」秋
本治、「ファイナルファンタジー」天野喜孝、「機動戦士ガンダム」
大河原邦男、「魔法の天使クリィミーマミ」高田明美ら4人のアー
ティストの「ラフ絵」800点を大公開。   21,500円ほか 3地下鉄「栄」、名鉄［栄町」  
1☎253-8100（平日10：00～17：00） https://www.4rough-nagoya.com/

松を寿く 徳川園のお正月
2019年12月13日（金）～2020年1月13日（月・祝）ー
徳川園ー　新春を祝う催事を開催。2日9：30～（先着
300名）福引とおしるこ、3日11：00～、14：00～新春
万歳（ガーデンホール）を開催。 冬牡丹 1/2～2/16冬

の風物詩である冬牡丹の展示を行う。
 42521頁参照 3市バス「徳川園新出来」 1☎935-8988

2日（木）～5日（日）※雨天一部中止ー東山動植物園ー　
正門・植物園門では大きな門松でお出迎え、2・3日
干支のネズミにちなんだアニマルトーク、4日受験生
応援！コアラは木から“落ちない”！コアラのウン（運）
チペーパーしおりプレゼント（受験生限定先着500名、
9：00～整理券配布）　 423540頁参照 1☎782－2111

2019年１２月３１日（火）～2020年
１月1日（水・祝）ー名古屋城ー　★カウントダウンイベント12/31 21:00
～25：30（閉門26：00）出演：TEAM SHACHI他 ★新春の名古屋城初
開門　1/1 8:55～おめでたい尾張万歳でお客様をお迎えする。　
 23516頁参照 1☎231-1700

時間等詳細はHPへ。 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

生誕130年記念展 「古川爲三郎コレクション　一富士・二刀・三美人」

1月3日（金）～3月15日（日）10:00～18:00（金曜日は20:00
まで）―愛知県美術館―　イギリスが世界に誇る印象
派・ポスト印象派の殿堂のコートールド美術館より、選
りすぐりの絵画・彫刻約60点が来日。21,600円ほか

326頁参照 5月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）
1☎050-5542-8600(ハローダイヤル)

特別展　良寛さん －その人と書（後期）

1月8日（水）～3月1日（日）―市美術館―　大正から昭和にかけ
て活躍した画家・岸田劉生（1891-1929）。代表作《麗子微笑》
（重要文化財）を含む初期から最晩年までの作品150点余を年代
順に紹介し、劉生の歩んだ絵画の道をたどる。   21,400円ほか
 43531頁参照 1☎212-0001

ことぶことぶ
エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》
1882年　油彩、カンヴァス　96×130cm　
コートールド美術館 
Ⓒ Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust)

新春カウントダウン＆名古屋城初開門

4日（土）・5日（日）・11日（土）～13日（月・祝）―白鳥
庭園―　美しい雪吊りを眺めつつ本格的数寄屋
建築の清羽亭で茶の湯を愉しむ。 4日新春あつた
競技カルタ白鳥大会、5日・11～13日市民茶会、 
11～13日小原和紙工芸の作品展示。 42336頁参照 1☎681-8928

白鳥庭園 新春茶会
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26.11.18
田畑

26.11.22
榮一

26.11.25
榮一

26.12.1
榮一

26.12.10
小木曽

26.12.16
小木曽

2019年１２月３１日（火）～2020年１月13日
（月・祝）ー名古屋城ー　年越しカウントダウン
イベントをはじめ、お正月遊び体験、恒例の
鯱食堂（飲食ブース）など盛りだくさんのイ
ベントを開催。

1月2日（木）～3月1日（日）―古川美術館―　古川
美術館初代館長・故 古川爲三郎の収集したコレク
ションの中から、その中枢を担う富士図、刀剣、美人
画を中心に紹介。  
5月曜日（但し、1月13日（月・祝）、2月24日（月・休）は
開館、翌日休館） 42338頁参照 1☎763-1991

「ラフ∞絵」名古屋展  一瞬の閃き…無限のイマジネーション

横山大観「海暾」

4日（土）～31日（金）―徳川美術館―　今も多くの人々に愛
され続ける良寛は、名利にとらわれぬ生活を送った托鉢僧
であった。その人間性を表出した書は、見る者の心にあたたか
さと感動を与える。日本有数の良寛コレクター秘蔵の遺墨を
中心に、新出の作品を加えて公開。 

21,400円ほか 43520頁参照 1☎935-6262自画像　良寛像（部分）　
個人蔵

《麗子微笑》　重要文化財　1921年10月15日　油彩/麻布　東京国立博物館
Image : TNM Image Archives　展示期間：1月8日～2月16日

コートールド美術館展 魅惑の印象派

没後90年記念 岸田劉生展

名古屋城冬まつり

東山動植物園 正月行事

2日（木）～13日（月・祝）10：00～19：30（2日は9：30～、最終日
は15：00まで）―名古屋栄三越 7階 催物会場―　「こち亀」秋
本治、「ファイナルファンタジー」天野喜孝、「機動戦士ガンダム」
大河原邦男、「魔法の天使クリィミーマミ」高田明美ら4人のアー
ティストの「ラフ絵」800点を大公開。   21,500円ほか 3地下鉄「栄」、名鉄［栄町」  
1☎253-8100（平日10：00～17：00） https://www.4rough-nagoya.com/

松を寿く 徳川園のお正月
2019年12月13日（金）～2020年1月13日（月・祝）ー
徳川園ー　新春を祝う催事を開催。2日9：30～（先着
300名）福引とおしるこ、3日11：00～、14：00～新春
万歳（ガーデンホール）を開催。 冬牡丹 1/2～2/16冬

の風物詩である冬牡丹の展示を行う。
 42521頁参照 3市バス「徳川園新出来」 1☎935-8988

2日（木）～5日（日）※雨天一部中止ー東山動植物園ー　
正門・植物園門では大きな門松でお出迎え、2・3日
干支のネズミにちなんだアニマルトーク、4日受験生
応援！コアラは木から“落ちない”！コアラのウン（運）
チペーパーしおりプレゼント（受験生限定先着500名、
9：00～整理券配布）　 423540頁参照 1☎782－2111

2019年１２月３１日（火）～2020年
１月1日（水・祝）ー名古屋城ー　★カウントダウンイベント12/31 21:00
～25：30（閉門26：00）出演：TEAM SHACHI他 ★新春の名古屋城初
開門　1/1 8:55～おめでたい尾張万歳でお客様をお迎えする。　
 23516頁参照 1☎231-1700

時間等詳細はHPへ。 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

生誕130年記念展 「古川爲三郎コレクション　一富士・二刀・三美人」

1月3日（金）～3月15日（日）10:00～18:00（金曜日は20:00
まで）―愛知県美術館―　イギリスが世界に誇る印象
派・ポスト印象派の殿堂のコートールド美術館より、選
りすぐりの絵画・彫刻約60点が来日。21,600円ほか

326頁参照 5月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）
1☎050-5542-8600(ハローダイヤル)

特別展　良寛さん －その人と書（後期）

1月8日（水）～3月1日（日）―市美術館―　大正から昭和にかけ
て活躍した画家・岸田劉生（1891-1929）。代表作《麗子微笑》
（重要文化財）を含む初期から最晩年までの作品150点余を年代
順に紹介し、劉生の歩んだ絵画の道をたどる。   21,400円ほか
 43531頁参照 1☎212-0001

ことぶことぶ
エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》
1882年　油彩、カンヴァス　96×130cm　
コートールド美術館 
Ⓒ Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust)

新春カウントダウン＆名古屋城初開門

4日（土）・5日（日）・11日（土）～13日（月・祝）―白鳥
庭園―　美しい雪吊りを眺めつつ本格的数寄屋
建築の清羽亭で茶の湯を愉しむ。 4日新春あつた
競技カルタ白鳥大会、5日・11～13日市民茶会、 
11～13日小原和紙工芸の作品展示。 42336頁参照 1☎681-8928

白鳥庭園 新春茶会
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26.11.18
小井

26.11.18
田畑

26.11.22
伊藤光・榮一

26.11.25
榮一

26.12.1
榮一

26.12.1
榮一

26.12.4
柴田

26.12.10
小木曽

名古屋ラーメンまつり2020  2月1日（土）～17日（月）ーエディオン久屋広場ー 1☎588-4466

ふたばの日「開館15周年記念」      2月8日（土）　  ー文化のみち二葉館ー 1☎936-3836
特別展「尾張徳川家の雛まつり」  2月8日（土）～4月5日（日） ー徳川美術館ー  1☎935-6262

25日（土)11：00と15：00の2回―山田天満宮境内―　神事
に参列し、木彫りの「うそ」を受け、「替えましょ、替えましょ」と
掛け声のもと、替えあう。1年の災いを幸せに替え幸運を招く
と云われている。※「うそ」一体1,000円（数に限りあり）
 　    3地下鉄・名鉄・ＪＲ・ゆとりーとライン「大曽根」 1☎981-5695

うそ替え神事

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

11日(土)10：30～15：30 ―イーブルなごや―　家族
の大切さについて考えを深める「家庭の日」の啓発イベ
ント。家族みんなで一日楽しめる、工作やゲームのブー
ス、ステージ、ポスター作品展などを開催する。※参加
無料 3地下鉄「東別院」 1☎972-3253※昨年度のブースの様子 （平日9：30～17：30）

18日(土）―稲永スポーツセンター、露橋・北・名東スポーツセンター―　
小学生のためのスポーツイベント。当日参加可の「おもしろスポーツにチャ
レンジ」会場：稲永スポーツセンター（10:00～15:00）、ターゲットボッチャ
など新しい競技を行う。ナゴヤ夢ドッジ、3×3バスケットボール、フットサル
などの競技はそれぞれの会場で見学できる。

3あおなみ線「野跡」ほか 1☎614-7504 http://www.nespa.or.jp/

12日（日）10：00～11：45―名古屋港ガーデンふ頭―
　消防職員など約2,000名による分列行進、陸・海・空が
一体となって行う迫力満点の消防訓練や一斉放水は必
見。名古屋港水族館前ジェティ広場では、14時まで地震
体験やスタンプラリー、火災体験VRなど親子で楽しめる
イベントも開催。 3地下鉄「名古屋港」 1☎972-3544

1月11日（土）～2月16日（日）10:00～16:30（入館は16:00
まで）―昭和美術館―　銘やかたち、記された歌で寿ぎ
の場を彩ってきた伝来の品約40点を展示。　
19日14：00～展示解説（無料・入館券が必要） 

2600円ほか 43538頁参照 1☎832-5851 
http://www.spice.or.jp/～shouwa-museum/「萬暦赤絵盛戔瓶花入　

中国明時代末～清時代初」 わんにゃんドーム 2020
25日（土）・26日（日）10：00～17：00 ※最終入場は16：30―ナゴヤ
ドーム―　世界中の犬猫と触れ合える東海地区最大級のペッ
トイベント。かわいい子犬、珍しい猫などがドームに集合。
大人から子供まで楽しめる。ペット同伴OK。  22,000円ほか

360頁参照 1☎243-8600 https://tv-aichi.co.jp/wannyan/2020/

令和２年 名古屋市消防出初式

新春展「新春の茶道具」

ファミリーデーなごや

子どもスポーツフェスタ・冬

2月の祭り・イベント2月の祭り・イベント

1月25日（土）～3月29日（日）―市博物館―　アンパンマン
の生みの親・やなせたかし（1919-2013）は、漫画家、詩人、イ
ラストレーター、絵本作家など、多岐にわたって活躍。本展では
やなせの生誕100周年を記念し、彼の多彩な創作活動の歩み
を紹介。　 21,300円ほか 43541頁参照1☎853-2655

特別展「やなせたかし生誕 100 周年記念  やなせたかしとアンパンマン展」

※6日（木）・12日（水）は休み

第14回名古屋中国春節祭
11日（土）11：00～18：00、12日（日）10：00～18：00、13日
（月・祝）10：00～17：00 ―久屋大通公園（エディオン久屋
広場・エンゼル広場）―　伝統的な祭事を通じて、中国
文化の理解を深めると共に、「味」と「香り」と「感
動」を味わうことができる。 ※入場無料
3地下鉄「栄｣・「矢場町｣、名鉄「栄町」1☎355-8108 http://www.n-cj.com
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26.11.18
小井

26.11.18
田畑

26.11.22
伊藤光・榮一

26.11.25
榮一

26.12.1
榮一

26.12.1
榮一

26.12.4
柴田

26.12.10
小木曽

名古屋ラーメンまつり2020  2月1日（土）～17日（月）ーエディオン久屋広場ー 1☎588-4466

ふたばの日「開館15周年記念」      2月8日（土）　  ー文化のみち二葉館ー 1☎936-3836
特別展「尾張徳川家の雛まつり」  2月8日（土）～4月5日（日） ー徳川美術館ー  1☎935-6262

25日（土)11：00と15：00の2回―山田天満宮境内―　神事
に参列し、木彫りの「うそ」を受け、「替えましょ、替えましょ」と
掛け声のもと、替えあう。1年の災いを幸せに替え幸運を招く
と云われている。※「うそ」一体1,000円（数に限りあり）
 　    3地下鉄・名鉄・ＪＲ・ゆとりーとライン「大曽根」 1☎981-5695

うそ替え神事

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

11日(土)10：30～15：30 ―イーブルなごや―　家族
の大切さについて考えを深める「家庭の日」の啓発イベ
ント。家族みんなで一日楽しめる、工作やゲームのブー
ス、ステージ、ポスター作品展などを開催する。※参加
無料 3地下鉄「東別院」 1☎972-3253※昨年度のブースの様子 （平日9：30～17：30）

18日(土）―稲永スポーツセンター、露橋・北・名東スポーツセンター―　
小学生のためのスポーツイベント。当日参加可の「おもしろスポーツにチャ
レンジ」会場：稲永スポーツセンター（10:00～15:00）、ターゲットボッチャ
など新しい競技を行う。ナゴヤ夢ドッジ、3×3バスケットボール、フットサル
などの競技はそれぞれの会場で見学できる。

3あおなみ線「野跡」ほか 1☎614-7504 http://www.nespa.or.jp/

12日（日）10：00～11：45―名古屋港ガーデンふ頭―
　消防職員など約2,000名による分列行進、陸・海・空が
一体となって行う迫力満点の消防訓練や一斉放水は必
見。名古屋港水族館前ジェティ広場では、14時まで地震
体験やスタンプラリー、火災体験VRなど親子で楽しめる
イベントも開催。 3地下鉄「名古屋港」 1☎972-3544

1月11日（土）～2月16日（日）10:00～16:30（入館は16:00
まで）―昭和美術館―　銘やかたち、記された歌で寿ぎ
の場を彩ってきた伝来の品約40点を展示。　
19日14：00～展示解説（無料・入館券が必要） 

2600円ほか 43538頁参照 1☎832-5851 
http://www.spice.or.jp/～shouwa-museum/「萬暦赤絵盛戔瓶花入　

中国明時代末～清時代初」 わんにゃんドーム 2020
25日（土）・26日（日）10：00～17：00 ※最終入場は16：30―ナゴヤ
ドーム―　世界中の犬猫と触れ合える東海地区最大級のペッ
トイベント。かわいい子犬、珍しい猫などがドームに集合。
大人から子供まで楽しめる。ペット同伴OK。  22,000円ほか

360頁参照 1☎243-8600 https://tv-aichi.co.jp/wannyan/2020/

令和２年 名古屋市消防出初式

新春展「新春の茶道具」

ファミリーデーなごや

子どもスポーツフェスタ・冬

2月の祭り・イベント2月の祭り・イベント

1月25日（土）～3月29日（日）―市博物館―　アンパンマン
の生みの親・やなせたかし（1919-2013）は、漫画家、詩人、イ
ラストレーター、絵本作家など、多岐にわたって活躍。本展では
やなせの生誕100周年を記念し、彼の多彩な創作活動の歩み
を紹介。　 21,300円ほか 43541頁参照1☎853-2655

特別展「やなせたかし生誕 100 周年記念  やなせたかしとアンパンマン展」

※6日（木）・12日（水）は休み

第14回名古屋中国春節祭
11日（土）11：00～18：00、12日（日）10：00～18：00、13日
（月・祝）10：00～17：00 ―久屋大通公園（エディオン久屋
広場・エンゼル広場）―　伝統的な祭事を通じて、中国
文化の理解を深めると共に、「味」と「香り」と「感
動」を味わうことができる。 ※入場無料
3地下鉄「栄｣・「矢場町｣、名鉄「栄町」1☎355-8108 http://www.n-cj.com

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

名古屋の伝統工芸“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 １月14日（火）11：00～17：00
マーブル染め 1月20日（月）11：00～17：00

場所/オアシス21ｉセンター前　  料金/￥８００～

※最終受付16：30（予約不要）
※水替えのため受付を一時中断することがあります。
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