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3月の祭り・イベント情報3月の祭り・イベント情報

3月7日(土）～4月5日(日）10:00～19:30（4/5は18:00閉館）
※入館は閉館の30分前まで―松坂屋美術館―　誕生80年
を記念して、ワーナーブラザース アーカイブで保管されていたも
のを中心に約250点の原画や資料を展示。生みの親であるウィ
リアム・ハンナとジョセフ・バーベラが手掛けた作品の魅力に迫
る。　  21,200円ほか 3地下鉄「矢場町」 1☎264-3611

　スポーツをテーマとした様々な競技体験や有名選手との交
流、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会と連動
したイベントなどを実施する広場として供用開始! 3/8（日）
名古屋ウィメンズマラソンのパブリックビューイング、3/12

（木）中日ドラゴンズ壮行会を実施(予定)。　 3地下鉄「栄」、名鉄「栄町」
 1☎211-8745 https://mitsukoshimae-hirobas.jp/

誕生80周年 トムとジェリー展

久屋大通公園 ミツコシマエ ヒロバス 2/22（土）オープン

14日（土）・15日（日）10：00～17：00―ポートメッセなごや1号館―
　約150台のキャンピングカーが揃う東海地区最大級のキャン
ピングカーフェア。逆バンジーやトランポリンなど遊びコン
テンツも充実。14日（土）はMr.シャチホコさんも来場。 

21,100円ほか 360頁参照 1☎243-8600

名古屋キャンピングカーフェア 2020 SPRING

MEETS HIGASHI-MINO おいしい東美濃～地酒・食・うつわ～

6日（金）～8日（日）―ナゴヤドーム―　世界最大の女子マラ
ソン「名古屋ウィメンズマラソン」や「名古屋シティマラソン」
の開催に合わせ、スポーツ・グルメ・美容にまつわる様々な
イベントを行う「マラソンＥＸＰO」を同時併催。※観覧無料

360頁参照 1☎0570-550661 http://marathon-festival.com

14日（土）12：00～20：00・15日（日）12：00～17：00 ―
若宮大通公園若宮広場東―　岐阜・東美濃12蔵の地酒
を選べる美濃焼のおちょこで味わえる。美濃焼のお皿
に盛りつけた地元食材を使ったおつまみや地元の飲食
店が出店するグルメブース、和菓子の販売も。    

2おつまみ付きチケット3,500円ほか 3地下鉄「矢場町」
1☎241-0321 https://www.meets-higashimino.com/

ブルーボネット2020年シーズンオープンイベント
1日（日）～15日（日）―名古屋港ワイルドフラワーガーデン 
ブルーボネット―　3/1（日）は入園無料DAY。期間中入園
者には5月末まで利用できるペア招待券をプレゼント。4月上
～下旬にかけてチューリップ等、4月中旬～5月末頃まで春の
草花が咲き競う。　 423546頁参照 1☎613-1187

3月12日（木）～４月19日（日）―ヤマザキマザック美術館―　
ロココからエコール・ド・パリまでの絵画や、エミール・ガレに
代表されるアール・ヌーヴォーのガラス工芸、家具など、フラ
ンス美術300年が一望できる作品が一堂に会する。約180
点の主要コレクションが鑑賞できる。　 

21,000円ほか 43528頁参照 1☎937-3737

春の所蔵品展

エミール・ガレ
《ニオイアラセイトウ文花器》
1900年

TOM AND JERRY and all related 
characters and elements Ⓒ & TM 
Turner Entertainment Co. (s20)

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2020

ナゴヤ・マーチング&バトン・ウェーブ2019
8日(日）12:30～15：40（12：00開場）―日本特殊陶業市民会館
フォレストホール―　マーチングバンド、吹奏楽、バトントワリ
ングが共演する夢の舞台。14回目の今年も、地元強豪チー
ムが華麗な技を披露。競技大会と異なる魅力が楽しめる。
21,000円ほか 3地下鉄・名鉄・ＪＲ「金山」 1☎953-7584

14日（土）・15日（日）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―　国内外の観光
情報が手に入り、ご当地グルメや特産品の販売を行
う出展ブース、郷土芸能の披露や観光PRを行う

多彩なステージを展開。さらに各地で活躍のご当地キャラが大集合。 　　 
 3地下鉄「矢場町」 1☎202-1677 tabimatsuri-nagoya.jp

第32回 旅まつり名古屋2020

3月14日（土）～5月6日（水・休）―古川美術館・爲三
郎記念館―　現在では世界に通用する文化ツール
として注目を浴びる工芸。今回は愛知で活躍する工
芸家66名の作品を展示。    5月曜日（但し、5月4日
（月・祝）は開館） 42338頁参照 1☎763-1991名倉鳳山「光陵硯「Maschera inca」」

特別展 「愛知の工芸2020」
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3月25日（水）～6月7日（日） ―鶴舞公園―　3/25～
4/12 ビアガーデン、3/28～4/12 さくらライトアッ
プを開催。そのほか期間中、青空コンサート・写生大
会・歴史ウォーキング、クイズ＆スタンプラリーなど様々
な催事を実施。詳しくは下記HP参照。　 3地下鉄・JR「鶴舞」 

1☎733‐8340 http://www.nga.or.jp/park/tsuru-html/

3月20日（金・祝）～5月6日（水・休）※予定 ―名古屋城内
一円―　ソメイヨシノ・シダレザクラ等約1,000本の
桜が3月下旬頃から見頃を迎える。夜桜期間（3月27日
～4月12日、ただし4月6日のみ通常開園時間～16：30
まで※予定）は城内の桜をライトアップ（入場は19：30まで）。火縄銃実
演などイベントも多数実施。　 423516頁参照 1☎231-1700

約25本　3月下旬～4月上旬 336頁参照

800本　3月下旬 3地下鉄「名城公園」

約750本　3月下旬～4月上旬 3地下鉄・JR「鶴舞」

2,500本　3月上旬～4月下旬 340頁参照

1,500本　3月下旬～4月上旬 3市バス「平和公園南」

シダレザクラ約1,000本4月上旬～中旬 343頁参照

約600本　3月26日（木）～4月5日（日）（予定）
3市バス「市大薬学部」・地下鉄「瑞穂区役所」

白 鳥 庭 園

名 城 公 園

鶴 舞 公 園

山 崎 川 両 岸

東 山 動 植 物 園

平 和 公 園

東谷山フルーツパーク

1☎913-0087

1☎733-8340

1☎953-7584

1☎782-2111

1☎736-3344

1☎782-2111

※見頃は気候により多少異なります。

３月１日（日）～４月26日（日）―東谷山フルーツパーク―
　ウメやモモをはじめ、春に咲く果樹の花を楽しむ祭り。
シダレザクラの時期には「シダレザクラまつり」を開催。
シダレザクラまつり：４月3日（金）～12日（日）予定（まつり
期間中は無休）。 423543頁参照 1☎736-3344

東谷山フルーツパーク　春まつり

3月14日（土）～5月6日（水･休）―東山動植物園・
東山スカイタワー―　植物園の「桜の回廊」で
は、100種1,000本の桜が順次咲き誇る。絶滅
危惧種ウォークラリーや飼育員による動物の
解説「アニマルトーク」などのイベントを土日
を中心に開催。 423540・41頁参照 1☎782‐2111

第70回 東山動植物園春まつり

農業文化園・戸田川緑地さくらまつり
3月20日(金・祝)～4月19日(日) ―農業文化園・戸田川
緑地―　3月初旬頃からカワヅザクラ、カンヒザ
クラ、ソメイヨシノ、サトザクラと順にサクラの花
が咲いていく。※入場無料 

43542頁参照 1☎302-5321 http://bunkaen-todagawa.jp

荒子川公園 さくらまつり
3月20日(金・祝)～4月9日(木) ―荒子川公園ガーデン
プラザ―　荒子川両岸にわたる桜並木は必見。期間
中の土日祝には、さくらコンサートや体験イベントな
ど、大人から子どもまで楽しめる催しを開催。

3あおなみ線「荒子川公園」 1☎384-8787 http://www.nga.or.jp

鶴舞公園 花まつり

名古屋城 春まつり

山崎川ライトアップ
3月26日（木）～4月5日（日）（予定） ―かなえ橋～鼎小橋―
　昼の桜並木とは違った雰囲気で、幻想
的な夜桜を楽しむことができる。  

3市バス「市大薬学部」・地下鉄「瑞穂区役所」
 1名古屋おしえてダイヤル（8：00～21：00） ☎953-7584

1☎681-8928

庄内緑地 春の華まつり～ナノハナ・サクラ～
3月28日（土）～4月12日（日） ―庄内緑地―　園内
には約700本のサクラと約28,000本のナノハナ
が咲き誇る。期間中は緑のパークカフェで軽食
などの販売。土日はコンサートや体験・運動教室
などが開催される。
3地下鉄「庄内緑地公園」 1☎503-1010 http://shonai-ryokuchi.jp/

花だより花だより花だより季節の季節の
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3あおなみ線「荒子川公園」 1☎384-8787 http://www.nga.or.jp
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3月26日（木）～4月5日（日）（予定） ―かなえ橋～鼎小橋―
　昼の桜並木とは違った雰囲気で、幻想
的な夜桜を楽しむことができる。  

3市バス「市大薬学部」・地下鉄「瑞穂区役所」
 1名古屋おしえてダイヤル（8：00～21：00） ☎953-7584

1☎681-8928

庄内緑地 春の華まつり～ナノハナ・サクラ～
3月28日（土）～4月12日（日） ―庄内緑地―　園内
には約700本のサクラと約28,000本のナノハナ
が咲き誇る。期間中は緑のパークカフェで軽食
などの販売。土日はコンサートや体験・運動教室
などが開催される。
3地下鉄「庄内緑地公園」 1☎503-1010 http://shonai-ryokuchi.jp/

花だより花だより花だより季節の季節の

9

祭
・
イ
ベ
ン
ト



27.1.13
伊東広平

27.1.20
小木曽

27.2.2
伊東広平

27.2.3
榮一

27.2.6
黒田

27.2.9
丸山

27.2.12
松本

27.2.13
奥村

27.2.17
小木曽

※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

黒川友禅流し 4月4日（土）小雨決行※雨天時5日に順延ー北区辻栄橋付近ー 1☎917-6433

28日（土）～29日（日）―白鳥庭園―　俳句で
春の白鳥庭園を巡ろう。子供や大人でも楽しめ
る俳句の体験教室や茶会、おもてなし市なども
あり。 42336頁参照 1☎681-8928

覚 王 山 春 祭 4月4日（土）・5日（日）ー日泰寺参道界隈ー 1☎751-8688

3月14日（土）～6月14日（日）9：30～17：00（入場は16：30
まで）―市科学館―　2005年の「愛・地球博」で700万人を
動員した「ユカギルマンモス」が東海地方再上陸！貴重な古
生物の標本とともに、最先端生命科学も紹介し、今は亡き
マンモスの実像に「過去・現在・未来」の視点で迫る。  

　21,600円ほか 43530頁参照 1☎201-4486

特別展「マンモス展～その『生命』の過去と未来～」

下水道科学館リニューアルオープン

11日（水）～16日（月）10:00～19:30(最終日は～17：00）
※入場は閉場30分前まで―松坂屋名古屋店本館7階大催事場―
　日本を代表するキルト、刺しゅう作家の作品が集結！ 書

籍刊行を記念して三浦百惠さんの作品の特別展示コーナーも！ 全国から人気の
ショップが集合したマーケットブースもある。　 21,1００円ほか 3地下鉄「矢場町」 
1☎331-9966 https://www.nagoyatv.com/event/entry-19229.html

名古屋キルト＆ステッチショー Vol.3
三浦百惠さんのキルトに逢える！

3月20日（金・祝）～5月17日（日）9：30～17：00―トヨタ産業技術
記念館エントランスロビー（無料）・自動車館1階（有料）―　昔も、
今も、そして未来も、日本の「くらし」を支える愛知の産業と技
術。愛知で生まれるとても身近で驚きいっぱいの技術や製品
などを知り「くらし」の未来を想像しよう！    23522頁参照 

1☎951-8527 https://www.nagoya-cci.or.jp/

あいち発！「くらし」の進化展モノ+フェス

なやばし夜イチ日本酒祭り

27日（金）～30日（月）10：00～17：00（最終日は16：00
まで） ―久屋大通庭園フラリエ クリスタルガーデン―　
幾多の愛好家が交配を行い百花繚乱、花とも称され
る捕虫袋を持つ品種を生み出した。こうして生まれ
た数々の種を紹介。入園無料 

342頁参照 1☎243-0511

名古屋らんフェア＆食虫植物フェア2020

白鳥庭園 句界庭園

22（日）10：00～17：00（予定）―愛知県武道館―　
名古屋の卓球熱を高めるイベント。東海3県トップ
レベルの中高生のスペシャル大会や卓球ゲーム、初心
者向け卓球教室などを開催。※入場無料

3あおなみ線「名古屋競馬場」 1☎951-2511(東海テレビ営業推進部)
HPアドレス：https://www.tokai-tv.com/takkyu2020/

卓球フェスティバルin名古屋2020

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
日本酒をはじめ、東海地方を中心に全11社約30種類以上
の日本酒が集まる。　※入場無料（日本酒は別途チケット
購入が必要） 

3地下鉄「伏見」「国際センター」 1☎070-5256-8802

20日（金・祝）9：30―下水道科学館―　展示室を一新し、
新たに体験型のゲームや展示物を設置してわかりやす
く解説。オープニングイベントを実施予定。※入場無料 
3556頁参照1☎911-2301 https://waterlab.nagoya/ 4月の祭り・イベント4月の祭り・イベント
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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 3月 9 日（月）11：00～17：00
マーブル染め 3月16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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