祭・イベント

11月の祭り・イベント情報
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 https://www.yattokame.jp

秋の華まつり 〜コスモス・バラ〜

10月5日（土）〜11月4日（月・休）―庄内緑地及び庄内緑地グリーンプラザ―
10〜11月にコスモスとバラが見ごろを迎える。期間中の土日祝に
はワークショップや運動教室・キッチンカーの出店など楽しい催しが行
われる。 3地下鉄「庄内緑地公園」1☎503-1010 http://shonai-ryokuchi.jp

地球・爆−10人の画家による大共作展

11月1日(金)〜12月15日（日）10：00〜18：00（金曜日は
20：00まで） ―県美術館― 10人の画家による絵画プ
ロジェクト「地球・爆」。パネル約150点、
史上最長級
「地球・爆──Earth Attack」第2番より
（全長200m超）の反・戦争絵画を一挙公開。
伊坂義夫、
岡本信治郎《大昆虫時代》
アクリル、
キャンバス 作家蔵
21,200円ほか 326頁参照 1☎971-5511

芸術と科学の杜 サイエンス＆アートフェスティバル
2日(土)・3日(日・祝)10：00〜21：00―白川公園周辺― アート大会、
ふれ
あい動物コーナー、
各種出店や愉快なパフォーマンスショー、
まち歩きイベン
トなど。幼児から大人まで、
だれでも無料で参加できる。受付終了時間は、
ア
ート大会が15：30まで、
まち歩きイベントが15：00まで。※入場無料
市科学館 3130頁参照／市美術館 3131頁参照

名古屋市農業センターまつり
2日（土）〜4日（月・休）9：00〜16：30―市農業センター delaふぁーむ―
朝市・青空市・野菜の収穫体験・名古屋コーチンフェアほか
343頁参照 1☎801-5221

名古屋市消費生活フェア☆2019
9日（土）10：30〜16：00―オアシス２１銀河の広場― 「考えよう社会・地球・
未来のこと〜やってみよう！エシカル消費〜」をテーマに、
消費生活に役立つ情
報を展示・クイズ・寸劇などで紹介。※入場無料 325頁参照 1☎972-2437
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広小路イルミネーション 10/26（土）〜2020年1月中旬（予定） 点灯／17：30〜24：00
笹島・柳橋交差点角の花壇にLEDのオブジェを設置。
1☎581-7036
3地下鉄・JR「名古屋」
・名鉄「名鉄名古屋」
・近鉄「近鉄名古屋」下車徒歩5分

11/6（水）〜12/25（水） 点灯／17：00〜23：00（一部異なる）
Midland Christmas 2019 −ミッドランドスクエア− 今年のテーマは「ホワイト・
ファンタジア」。オープニングイベントも開催。
1☎527-8877
・名鉄「名鉄名古屋」
・近鉄「近鉄名古屋」
3地下鉄・JR「名古屋」
11/6（水）〜12/25（水） 点灯／17：00〜22：00（予定）
アスナル金山
レトロかわいいクリスマス アメリカンレトロカルチャーを彷彿とさせるカラフルでポップな
クリスマスの世界観を表現。 3地下鉄・JR・名鉄「金山」
1☎324-8577
（予定）点灯／17：00〜24：00
名古屋ルーセントタワー 11/6（水）〜2020年1/31（金）
ウインターイルミネーション 南面広場にイルミネーション点灯
1☎589-0631
3JR「名古屋」桜通口より徒歩5分
ノリタケの森
クリスマスガーデン2019
1☎561-7290
KITTE名古屋
星のクリスマス
1☎589-8511
（平日10：00〜17：30）

11/9（土）〜12/25（水） 点灯／日没〜19:00
サンタと巨大クリスマスツリーが登場！日没からは約4万球
のイルミネーションが園内を彩る。
3２３頁参照
11/15（金）〜12/25（水） 点灯／5：15〜24：30
ストーリー仕立てのクリスマスツリーとコンサート等
イベントを実施。
3地下鉄・JR「名古屋」
・名鉄「名鉄名古屋」
・近鉄「近鉄名古屋」

11/15（金）〜2020年2/23（日・祝） 点灯／17：00〜24：00
栄ミナミ・大須
−大津通（栄〜上前津交差点）
と伊勢町通−
ウィンターイルミネーション
12/25迄はスマホでスタンプラリー実施。
1☎241-9804
3地下鉄「栄」
・
「矢場町」
・
「上前津」
・名鉄「栄町」
11/23（土・祝）〜12/25（水）点灯／16：30〜20：00
シートレインランド
Very Merry Christmas （土日祝および冬休みは〜22：00） 音に合わせて光る
イルミネーション等、約5万球のライトで園内を彩る。
1☎661-1520
3地下鉄「名古屋港」下車徒歩5分

栄まちじゅう音楽広場

3日（日・祝）11：30〜16：00―オアシス21銀河の広場・
緑の大地、南大津通歩行者天国内― オアシス２１
での吹奏楽演奏、
アンサンブル演奏、マーチング
パフォーマンス、ジャズまで多彩な内容でブラス
トミュージックが楽しめる。今年は南大津通歩行者天国内でのパフォーマンス
もあり。※雨天決行、入場無料 3地下鉄「栄」、名鉄「栄町」1☎325-2951
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イルミネーション情報

祭・イベント

第20回歩こう！ 文化のみち
3日（日・祝）―文化のみち一帯― 歴史的建造物を巡りな
がら、
ガイドツアーや文化財特別公開など様々なイベントが
楽しめる。2 6カ所 のポイントを巡るスタンプラリーも開
催。
（5個集めると記念品をプレゼント。9：30〜15：30）※開
318頁参照 1☎934-1106
館時間は施設によって異なる。

メッセナゴヤ2019

6日（水）〜9日（土）10：00〜17：00（8日は18：00、9日は
16：00まで）―ポートメッセなごや― 日本最大級の異業
種 交 流 展 示 会 。3 8 都 道 府 県・1 5カ国から過 去 最 多 の
1,400社超の企業・団体が業種や業態を超え、
一堂に集
結する。大好評のビジネスセミナーやAIマッチングなども
開催。入場無料※入場の際、要登録
360頁参照 1☎223-5708 https://www.messenagoya.jp/

円頓寺 秋のパリ祭
9日(土)・10日(日）11：00〜18：00― 円頓寺商店街― 通り
にはトリコロールのベレーやボーダースタイルが溢れ、
音楽、料理、
ワイン、
お菓子、
ブロカントなどの屋台が並ぶ。
※同日開催「クラフトマルシェin円頓寺本町」
「四間道秋祭り」
「丸の内」、市バス「明道町」ほか
3地下鉄「国際センター」
（水野）https://endoji-paris.net/
1☎090-6649-0816

サムライ・ニンジャ フェスティバル 2019
10日（日）10：00〜16：00―県営都市公園大高緑地・若草山周辺―
全国の武将隊・忍者隊・甲冑隊等による演武や鷹狩り・火
縄銃の実演、甲冑試着・忍者体験、観光PR・グルメブース
など家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。
3名鉄「左京山」下車徒歩20分、JR「南大高」下車 徒歩30分
1☎962-2822（平日10：00〜17：00） http://www.samurai-ninja-fes.com

フランスに生きた日本人画家

木村忠太の世界 色と線の美しい記憶

11月15日（金）〜3月8日（日）―ヤマザキマザック美術館―
36歳の時にフランスに渡り、光の中でうつろうフラン
スの情景を美しい色彩で描き続けた木村忠太。未公開
作品を含む58点の油彩画・デッサン・版画・陶芸作品で
木村忠太の創作世界を紹介。
《風景：村》1980年
油彩・キャンヴァス ヤマザキマザック株式会社蔵
21,200円ほか 43528頁参照 1☎937-3737
µ ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2019
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特別展「発掘された日本列島2019」
・
地域展「尾張の城と城下町 三英傑の城づくり・町づくり」

11月16日
（土）
〜12月28日
（土）―市博物館― 近年注目
の12遺跡を紹介し、
あわせて被災地の遺跡や「記念物」
に
ついて特集。地域展では、信長・秀吉・家康ゆかりの城から、
金箔桐文鬼瓦
城づくり・町づくりの様子に迫る。
清州城下町遺跡
21,000円ほか 43541頁参照 1☎853-2655 清須市教育委員会蔵
かな

企画展「奏でる−楽器と調べ−」
11月16日
（土）〜12月15日
（日）
・2020年1月4日
（土）
〜31日
（金）―名古屋市蓬左文庫― 日本の古典音楽
には、さまざまな姿や音色をもつ楽器が用いられて
きた。尾張徳川家に伝わる楽器や音楽にまつわる作品
から、
日本の古典音楽の流れを紹介する。
雲龍文螺鈿枇杷(徳川美術館蔵)
423521頁参照 1☎935-2173

白鳥庭園 観楓会
16日
（土）
・17日
（日）
・24日
（日）9:00〜21：00 ―白鳥庭園―
紅葉市民茶会、
雪吊りの縄投げ式、
おもてなし市など、
華と灯りの 路 地 飾りを開 催 。また紅 葉ライトアップ
（11/16〜12/8）
も楽しめる。
（月曜日は休園日、
11/22・23
は夜間開園なし） 23536頁参照 1☎681-8928

第21回名古屋モーターショー
21日(木)〜24日(日）9：00〜18：00（最終日は17：00まで）
―ポートメッセなごや― 中部地区最大の自動車イベン
ト。1979年に第1回目を開催して以来、
隔年で開催し、
今回
で21回目を迎える。体験コンテンツが充実し、
ファミリー
21,700円ほか 360頁参照
で楽しめる。
1☎561-5675 https://www.nagoya-motorshow.com/

・宿木（一）
特別公開 国宝 源氏物語絵巻 柏木（三）
11月23日（土・祝）〜12月1日（日）―徳川美術館―
源氏物語は、古典文学の最高峰の一つとして成立以来、
長らく愛読されている。現存する最古の絵巻物である国宝
「源氏物語絵巻」
を、年に一回鑑賞できる貴重な機会であ
り、期間中は関連講座を開催。詳しくは、HPまで。
423520頁参照 1☎935-6262
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国宝

源氏物語絵巻
柏木（三） 部分
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紅葉情報
11月中旬〜12月上旬 様々な種類のモミジが秋の境内を彩る。
八事山興正寺
茶室竹翠亭からの景観もおすすめ
☎832-2801 （拝観料500円/10：00〜16：00・不定休） 3地下鉄「八事」
東山動植物園
☎782-2111

11月中旬〜12月上旬 イロハモミジ・ハナノキなど 500本
もみじ狩り 11/15（金）〜12/1（日） ライトアップ 11/15〜17・24・30
3540頁参照
・12/1（※植物園のみ20：30まで開園）

名 城 公 園
☎913-0087

11月中旬〜下旬

白 鳥 庭 園
☎681-8928

11月下旬〜12月上旬 モミジ・ドウダンツツジなど
約1,500本 観楓会・紅葉茶会 11/16
（土）
・17
（日）
・24
（日）
、
423536頁参照
ライトアップ 11/16〜12/8

岩屋堂公園
☎0561-85-2730

11月中旬 カエデなど川沿いに約200本
もみじまつり 11/1
（金）
〜30（土）
3名鉄「尾張瀬戸」
からタクシー約20分

（
（

）

瀬戸市まるっとミュージアム・
観光協会

定光寺/定光寺公園
☎0561-85-2730

）

瀬戸市まるっとミュージアム・
観光協会

ナンキンハゼ・イチョウ・ケヤキなど
3地下鉄「名城公園」

11月下旬 カエデなど 約200本
3JR
「定光寺」
下車、
徒歩約25分

香 嵐 渓
☎0565-62-1272

11月中旬〜下旬 イロハモミジなど11種 約4,000本
もみじまつり 11/1
（金）〜30（土） ライトアップ 11/1〜30 日没〜21:00
豊田市 足助観光協会
311/9〜30 愛知環状鉄道
「八草」
より直行バス運行
寂 光 院
☎0568-61-0035

11月中旬〜12月上旬 イロハモミジ・カエデ類 1,000本
もみじまつり 11/9
（土）〜12/8（日）
3名鉄「犬山遊園」下車、木曽川上流へ2km、徒歩20分/タクシー5分

聚楽園公園
☎0562-32-5149

11月中旬〜12月上旬 イロハモミジはじめ約7種 約550本
もみじまつり 11/17
（日）
〜30
（土） ※催事日 11/17
（日）
3名鉄
「聚楽園」
下車、
東へ徒歩5分

錦を纏う 徳川園 紅葉祭
11月24日（日）〜12月8日（日） 夜間開園 11/29
（金）〜12/1
（日）
・12/6
（金）
〜8
（日）
9:30〜20：30
（入園は20：00まで）
、
12/1（日）諸流花生会生花展
9：30〜。夜間開園中は、陶器や行灯などによる
「灯
りみち」
を開催。 23521頁参照 1☎935-8988
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初の金山駅開催!! ふるさとフェア 全国センター合同物産観光展 in 金山

26日（火）〜30日（土）10：00〜19：00（※30日は17：00
まで）―金山総合駅連絡橋イベント広場― 全国15県
1市が一押しの特産品販売及び旬の観光情報を紹介。
週末開催も実現し、粗品ゲットのチャンスも。
3地下鉄・JR・名鉄「金山」1☎252-2412
※イメージ画像

やきものワールド
11月28日（木）〜12月4日（水）9:00〜17:00―ドルフィンズ
アリーナ（県体育館）― 全国のやきもの産地から約150
ブースが出展。伝統品から日常使いの器まで、見て触れて
作り手から直接買うことができる。
新人アーティスト展やテーブルコーディネー
ト企画、
多彩なワークショップも人気。
21,000円（小学生以下無料）
3地下鉄「市役所」1☎221-0955 https://yakimonoworld.jp/
12月の祭り・イベント
ムーミン展 THE ART AND THE STORY 12月7日(土)〜1月19日（日） ー松 坂 屋 美 術 館ー 1☎264-3611
名フィル第九演奏会 12月13日（金）
・14日（土）ー県芸術劇場コンサートホールー 1☎339-5666

オアシス21ｉセンター
体験イベントのお知らせ
名古屋の伝統工芸 染め物 を体験しませんか？

有松・鳴海絞り 11月11日
（月）
11：00〜17：00
マ ー ブ ル 染 め 11月18日
（月）
11：00〜17：00

※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。

場所/オアシス21ｉセンター前

料金/￥８００〜

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
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氷じゃないスケートリンク 豊田合成リンク
11月23日（土・祝）〜3月1日（日）平日13：00〜20：00、
土日祝・冬休み期間（12/24〜1/6）10：00〜20：00
ーオアシス２１ー 10年間で累計39万人以上が来
場している氷じゃないスケートリンク。氷のリンクと比
べて初心者やお子様も簡単に立つことができる。
2平日大人900円ほか 325頁参照 1☎331-9966

