
7日（土）～23日（月）平日15：00～20：30、土・日・23日
11：00～20：30 ―久屋大通公園エディオン久屋広場―
　ドイツの甘いホットワインやソーセージなどのヨーロッ
パ郷土料理やクリスマス雑貨の販売、ハーバリウム制作教
室など。※入場無料（但し飲食・アトラクションは有料）

3地下鉄「栄」・「矢場町」、名鉄「栄町」 1☎954-1107（平日10～18時）

11月9日(土）～12月25日(水）―ノリタケの森―　
冬の風物詩、サンタと巨大クリスマスツリーが登場！
約4万球のイルミネーション（日没～19:00、12/21
～25は21:00まで）が園内を彩る。クリスマスムード
たっぷりの園内の散策やクリスマスギフト選びを楽
しめる。12/21～25、空くじなしのクリスマス抽選会
も開催。 323頁参照 1☎561-7290

過去の様子過去の様子

11月15日(金）～12月25日(水）―KITTE名古屋1Fアトリウム等―　
大型の星のオーナメントを中心に赤と緑の花と約一万球の
イルミネーションが散りばめられた高さ8m超のツリーや
サンタクロースのオブジェがクリスマスムードを盛り上げる。
3地下鉄・JR「名古屋」・名鉄「名鉄名古屋」・近鉄「近鉄名古屋」 
1☎589-8511（平日10：00～17：30） https://jptower-kittenagoya.jp/xmas2019/

12月の祭り・イベント情報12月の祭り・イベント情報

クリスマスガーデン2019

BricXmas－ブリック・クリスマス－

名古屋クリスマスマーケット2019

イルミネーション情報イルミネーション情報

広小路イルミネーション
1☎581-7036

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。 
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

Midland Christmas 2019
1☎527-8877

11/6（水）～12/25（水）　点灯／17：00～23：00（11/6のみ18：30～）
－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」。点灯式＆ライブイベントも開催。
3地下鉄・JR「名古屋」・名鉄「名鉄名古屋」・近鉄「近鉄名古屋」

アスナル金山
レトロかわいいクリスマス
1☎324-8577

11/6（水）～12/25（水）　点灯／17：00～22：00（予定）
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」

栄ミナミ・大須
ウィンターイルミネーション
1☎241-9804

11/15（金）～2020年2/23（日・祝）　点灯／17：00～24：00 
－大津通（栄～上前津交差点）と伊勢町通－　
12/25迄はスマホでスタンプラリー実施。
3地下鉄「栄」・「矢場町」・「上前津」・名鉄「栄町」

シートレインランド
Very Merry Christmas
1☎661-1520

11/23（土・祝）～12/25（水） 点灯／16：30～20：00
（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。 
3地下鉄「名古屋港」下車徒歩5分

KＩＴＴＥ名古屋  星のクリスマス

白鳥庭園あかりアート　第二章 紅葉あかりアート

ISOGAI 花火劇場 in 名古屋港

11月16日（土）～12月25日（水）―レゴランド®・ジャパン―
　約61万個のレゴ®ブロックで作られたクリスマスツ
リー。“親子の愛”をテーマにしたキャラクターショーや
クリスマス限定のミッションをクリアしていく宝探しイ
ベントも開催。
 346頁参照 1☎050-5840-0505 LEGOLAND.jp

3日（火）～8日（日）日没～21：00 ―白鳥庭園―
　［紅葉ライトアップ 12/1～8（2日（月）は休園日）］
紅葉ライトアップと美濃和紙あかりアートによ
る灯りの共演 ! 最高に贅沢な灯りの景色をお
届け。 23536頁参照 1☎681-8928

21日（土）18：30～19：15ー名古屋港ガーデンふ頭一帯ー
　全席指定。二度と同じ演出は見られない、まるでミュー
ジカルのような「名古屋港 Xmas HANABI」。

　23,500円ほか 3地下鉄「名古屋港」 
1☎212-1603（平日11：00～18：00）

名古屋ルーセントタワー
ウインターイルミネーション
1☎589-0631

11/6（水）～2020年1/31（金）（予定） 点灯／17：00～24：00
南面広場にイルミネーション点灯　 

3JR「名古屋」桜通口より徒歩5分

Ⓒ2019 The LEGO Group.
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7日（土）～23日（月）平日15：00～20：30、土・日・23日
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パ郷土料理やクリスマス雑貨の販売、ハーバリウム制作教
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3地下鉄「栄」・「矢場町」、名鉄「栄町」 1☎954-1107（平日10～18時）

11月9日(土）～12月25日(水）―ノリタケの森―　
冬の風物詩、サンタと巨大クリスマスツリーが登場！
約4万球のイルミネーション（日没～19:00、12/21
～25は21:00まで）が園内を彩る。クリスマスムード
たっぷりの園内の散策やクリスマスギフト選びを楽
しめる。12/21～25、空くじなしのクリスマス抽選会
も開催。 323頁参照 1☎561-7290

過去の様子過去の様子

11月15日(金）～12月25日(水）―KITTE名古屋1Fアトリウム等―　
大型の星のオーナメントを中心に赤と緑の花と約一万球の
イルミネーションが散りばめられた高さ8m超のツリーや
サンタクロースのオブジェがクリスマスムードを盛り上げる。
3地下鉄・JR「名古屋」・名鉄「名鉄名古屋」・近鉄「近鉄名古屋」 
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12月の祭り・イベント情報12月の祭り・イベント情報
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イルミネーション情報イルミネーション情報

広小路イルミネーション
1☎581-7036

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。 
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
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1☎527-8877

11/6（水）～12/25（水）　点灯／17：00～23：00（11/6のみ18：30～）
－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」。点灯式＆ライブイベントも開催。
3地下鉄・JR「名古屋」・名鉄「名鉄名古屋」・近鉄「近鉄名古屋」

アスナル金山
レトロかわいいクリスマス
1☎324-8577

11/6（水）～12/25（水）　点灯／17：00～22：00（予定）
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」

栄ミナミ・大須
ウィンターイルミネーション
1☎241-9804

11/15（金）～2020年2/23（日・祝）　点灯／17：00～24：00 
－大津通（栄～上前津交差点）と伊勢町通－　
12/25迄はスマホでスタンプラリー実施。
3地下鉄「栄」・「矢場町」・「上前津」・名鉄「栄町」
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11/23（土・祝）～12/25（水） 点灯／16：30～20：00
（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。 
3地下鉄「名古屋港」下車徒歩5分
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ISOGAI 花火劇場 in 名古屋港

11月16日（土）～12月25日（水）―レゴランド®・ジャパン―
　約61万個のレゴ®ブロックで作られたクリスマスツ
リー。“親子の愛”をテーマにしたキャラクターショーや
クリスマス限定のミッションをクリアしていく宝探しイ
ベントも開催。
 346頁参照 1☎050-5840-0505 LEGOLAND.jp

3日（火）～8日（日）日没～21：00 ―白鳥庭園―
　［紅葉ライトアップ 12/1～8（2日（月）は休園日）］
紅葉ライトアップと美濃和紙あかりアートによ
る灯りの共演 ! 最高に贅沢な灯りの景色をお
届け。 23536頁参照 1☎681-8928

21日（土）18：30～19：15ー名古屋港ガーデンふ頭一帯ー
　全席指定。二度と同じ演出は見られない、まるでミュー
ジカルのような「名古屋港 Xmas HANABI」。

　23,500円ほか 3地下鉄「名古屋港」 
1☎212-1603（平日11：00～18：00）

名古屋ルーセントタワー
ウインターイルミネーション
1☎589-0631

11/6（水）～2020年1/31（金）（予定） 点灯／17：00～24：00
南面広場にイルミネーション点灯　 
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11月15日（金）～2020年3月1日（日）―横山美術館―　
ハンドペインティングの飾り皿や、手づくりのフィギュアリン
など、クラフトマンシップの息づくプレミアムな陶磁器の
数々を紹介。※会期中の第1・第3土曜日は展示解説。
　 423529頁参照 1☎931-0006

じだいをつなぐ  近代・現代陶磁の美

松を寿く 徳川園のお正月

秋葉大祭 火渡り神事
特別展「チームラボ★学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物達」

12月6日公開 映画「午前0時、キスしに来てよ」特別パネル展示

トミカ博 in NAGOYA ～まちをまもるクルマ大集合！～

NAGOYA MEETS NEW HISTORY 名古屋城夜会 by 1→10

熱田神宮　御煤納神事 ムーミン展 THE ART AND THE STORY
日本フィンランド外交関係樹立100周年記念  ムーミン75周年記念

中島音次郎「上絵果物花蝶図花瓶」

11月26日（火）～12月6日（金）・12月10日（火）～12月22日（日）
ー市政資料館―　名古屋市で支援し、撮影された映画「午
前0時、キスしに来てよ」の特別パネル展示。映画紹介や
フォトパネル、ロケ地の紹介のほか、12月6日（金）までは衣裳
展も開催。 2無料 43519頁参照 1☎202-1145

11月30日(土）～2020年2月16日(日）9：30～17：00（入場は
16：30まで）★12/21（土）～27（金）は17：00～19：30夜間
延長！※12/23（月）を除く ―市科学館―　「光の森でオーケ
ストラ」「お絵かき水族館」等、“共創（共同的な創造性）”を
コンセプトにした教育的プロジェクト。 
 21,500円ほか 3530頁参照1☎201-4486

7日(土）～2020年1月19日(日）10:00～19:30（12/31・1/19
は18:00閉館、1/1休館、入館は閉館の30分前）―松坂屋美
術館―　フィンランドを代表する芸術家トーベ・ヤンソン
が生み出した「ムーミン」。その魅力を小説や絵本の原
画、フィギュアなど約500点の展示品から読み説く。　  

21,300円ほか 3地下鉄「矢場町」 1☎264-3611

フラリエ☆クリスマス2019

13日（金）～22日（日）平日10：00～16：00 土日9：30～16：00―
市中小企業振興会館（吹上ホール）―　今年は、パトロールカー
や消防車など緊急車両が勢揃い！110台の緊急車両のトミカが
走る大型スライダーは大迫力！ 21,200円ほか※2歳以下無料
359頁参照 1☎588-4466 https://www.ctv.co.jp/event/tomica/

© TOMY

12月13日（金）～2020年1月13日（月・祝）9：30～17：30
(入園17：00）ー徳川園ー　新春を祝う催事を開催。
1/2 9：30～（先着300名）福引とおしるこ、 1/3 11：00～、
14：00～新春万歳（ガーデンホール）を開催。また
1/2～2/16は、冬の風物詩である冬牡丹の展示を

行う。 2521頁参照 3市バス「徳川園新出来」 1☎935-8988

１２月14日（土）～2020年１月１3日（月・祝）（12/29～1/1は除く）
18：00～20：30ー名古屋城ー※入退場は正門のみ　名古屋の
過去・現在・未来を示す“歴史絵巻”が巨大絵巻物として出現。
時空を超えるような光の演出と食で嗜む伝統の宴を開催。

  2当日1,200円ほか 316頁参照 
1☎331-9966（平日10：00～18：00） https://yakai.nagoyatv.com/

16日（月）大祈祷会7：00～、火渡り神事19：00頃～ 
―熱田秋葉山圓通寺―　火の神様として敬われる秋
葉大権現の大祭。境内で大護摩の火が燃える中を火防
守護、除災開運、商売繁盛、福徳延命などを祈願し、裸

足で渡る勇壮な神事が行われる。 3地下鉄「伝馬町」、名鉄「神宮前」 
1☎0120-560-566 http://www.akibasan.or.jp

お  すすおさめしん  じお  すすおさめしん  じ

ことぶことぶ

25日（水）10：00～ ―熱田神宮境内各所―　新しい
年を熱田大神様に清らかなご社殿でお迎えいただ
くため10時から神職が4メートルほどの斎竹（いみ
たけ）を持ち、本宮・別宮はじめ40社余りの御煤納めを行う。一切のお煤
納めを終え、14時より本宮において内外を清め迎春の準備が整ったことを
大神様に奉告する祭りを行う。 335頁参照 1☎671-4151

トーベ・ヤンソン 
≪「ムーミン谷の彗星」挿絵≫
1946年、1968年（改作）
Ⓒ Moomin CharactersTM

11月16日（土）～12月25日（水）―久屋大通庭園フラリエ―
　ピンクに輝くハートのフォトスポットイルミネーションに加えて
今年は、サンタや天使のイルミネーションも登場。クリスタルガー
デンでは高さ3mのポインセチアツリーも楽しめる。 ※入園無料

 43542頁参照 1☎243-0511（9：00～17：30）
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11月15日（金）～2020年3月1日（日）―横山美術館―　
ハンドペインティングの飾り皿や、手づくりのフィギュアリン
など、クラフトマンシップの息づくプレミアムな陶磁器の
数々を紹介。※会期中の第1・第3土曜日は展示解説。
　 423529頁参照 1☎931-0006

じだいをつなぐ  近代・現代陶磁の美

松を寿く 徳川園のお正月

秋葉大祭 火渡り神事
特別展「チームラボ★学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物達」

12月6日公開 映画「午前0時、キスしに来てよ」特別パネル展示

トミカ博 in NAGOYA ～まちをまもるクルマ大集合！～

NAGOYA MEETS NEW HISTORY 名古屋城夜会 by 1→10

熱田神宮　御煤納神事 ムーミン展 THE ART AND THE STORY
日本フィンランド外交関係樹立100周年記念  ムーミン75周年記念

中島音次郎「上絵果物花蝶図花瓶」

11月26日（火）～12月6日（金）・12月10日（火）～12月22日（日）
ー市政資料館―　名古屋市で支援し、撮影された映画「午
前0時、キスしに来てよ」の特別パネル展示。映画紹介や
フォトパネル、ロケ地の紹介のほか、12月6日（金）までは衣裳
展も開催。 2無料 43519頁参照 1☎202-1145

11月30日(土）～2020年2月16日(日）9：30～17：00（入場は
16：30まで）★12/21（土）～27（金）は17：00～19：30夜間
延長！※12/23（月）を除く ―市科学館―　「光の森でオーケ
ストラ」「お絵かき水族館」等、“共創（共同的な創造性）”を
コンセプトにした教育的プロジェクト。 
 21,500円ほか 3530頁参照1☎201-4486

7日(土）～2020年1月19日(日）10:00～19:30（12/31・1/19
は18:00閉館、1/1休館、入館は閉館の30分前）―松坂屋美
術館―　フィンランドを代表する芸術家トーベ・ヤンソン
が生み出した「ムーミン」。その魅力を小説や絵本の原
画、フィギュアなど約500点の展示品から読み説く。　  

21,300円ほか 3地下鉄「矢場町」 1☎264-3611

フラリエ☆クリスマス2019

13日（金）～22日（日）平日10：00～16：00 土日9：30～16：00―
市中小企業振興会館（吹上ホール）―　今年は、パトロールカー
や消防車など緊急車両が勢揃い！110台の緊急車両のトミカが
走る大型スライダーは大迫力！ 21,200円ほか※2歳以下無料
359頁参照 1☎588-4466 https://www.ctv.co.jp/event/tomica/

© TOMY

12月13日（金）～2020年1月13日（月・祝）9：30～17：30
(入園17：00）ー徳川園ー　新春を祝う催事を開催。
1/2 9：30～（先着300名）福引とおしるこ、 1/3 11：00～、
14：00～新春万歳（ガーデンホール）を開催。また
1/2～2/16は、冬の風物詩である冬牡丹の展示を

行う。 2521頁参照 3市バス「徳川園新出来」 1☎935-8988

１２月14日（土）～2020年１月１3日（月・祝）（12/29～1/1は除く）
18：00～20：30ー名古屋城ー※入退場は正門のみ　名古屋の
過去・現在・未来を示す“歴史絵巻”が巨大絵巻物として出現。
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1☎331-9966（平日10：00～18：00） https://yakai.nagoyatv.com/
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―熱田秋葉山圓通寺―　火の神様として敬われる秋
葉大権現の大祭。境内で大護摩の火が燃える中を火防
守護、除災開運、商売繁盛、福徳延命などを祈願し、裸

足で渡る勇壮な神事が行われる。 3地下鉄「伝馬町」、名鉄「神宮前」 
1☎0120-560-566 http://www.akibasan.or.jp

お  すすおさめしん  じお  すすおさめしん  じ

ことぶことぶ

25日（水）10：00～ ―熱田神宮境内各所―　新しい
年を熱田大神様に清らかなご社殿でお迎えいただ
くため10時から神職が4メートルほどの斎竹（いみ
たけ）を持ち、本宮・別宮はじめ40社余りの御煤納めを行う。一切のお煤
納めを終え、14時より本宮において内外を清め迎春の準備が整ったことを
大神様に奉告する祭りを行う。 335頁参照 1☎671-4151

トーベ・ヤンソン 
≪「ムーミン谷の彗星」挿絵≫
1946年、1968年（改作）
Ⓒ Moomin CharactersTM

11月16日（土）～12月25日（水）―久屋大通庭園フラリエ―
　ピンクに輝くハートのフォトスポットイルミネーションに加えて
今年は、サンタや天使のイルミネーションも登場。クリスタルガー
デンでは高さ3mのポインセチアツリーも楽しめる。 ※入園無料

 43542頁参照 1☎243-0511（9：00～17：30）
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3地下鉄
「本山」・「覚王山」

3地下鉄
　  「東別院」

3地下鉄「神宮西」
　名鉄「神宮前」

１２月３１日（火）～2020年１月1日（水・祝）ー
名古屋城ー　恒例のカウントダウンイベント
をはじめ、新春の名古屋城でさまざまなイベ
ントを開催。★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 9:00～ おめでたい尾張
万歳でお客様をお迎えする。 316頁参照 1☎231-1700

コアラの（運）チペーパーしおり

　　　　  一富士・二刀・三美人 １月2日（木）～3月1日（日） ー古川美術館ー 1☎763-1991
没後90年記念 岸田劉生展 1月8日（水）～3月1日（日） ー市 美 術 館ー 1☎212-0001
※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

1月2日（木）～4日（土）※雨天一部中止ー東山動植物園ー
　2・3日干支のネズミにちなんだアニマルトーク、
4日コアラは木から“落ちない”！コアラの（運）チペー
パーしおりプレゼント（受験生限定先着500名）

　423540頁参照 1☎782－2111

除夜の鐘

カウントダウン＆初日の出展望スポット

 鐘つきのできる寺院 スペースの都合上、掲載されていないものもあります

荒子観音寺 2500円
　　　　　　  （お守り付）

笠 寺 観 音 2300円

龍 泉 寺 210円

甚目寺観音 2100円

桃 巌 寺 2無料

★そのほか神社仏閣情報 3147頁参照

はつがね
 とう　　　がん　　　じ

大 須 観 音 21,000円（福もち付）
　整理券12／18（水）～  108名に販売
覚王山日泰寺 2500円
　整理券12／1（日）～  108名に販売
建 中 寺 2100円
　整理券12／1（日）9：00～  108打分販売
東別院（初鐘） 2無料
　デジタル掛け軸 12/31（火）18：30～1/1（水・祝）1：30 

12月31日（火）23：00～2020年1月1日（水・祝）深夜
―八事山興正寺―　興正寺の「除夜の鐘」は去り
ゆく年への感謝と新年への祈りを込めて行われる
年の終わりの風物詩。清らかな響きを感じながら、
多くの参拝者が新たな1年の無事を願いに訪れる。

2除夜の鐘100円（護摩木含・先着順） 339頁参照 1☎832-2801

八事山興正寺 除夜の鐘

名古屋城カウントダウン＆初開門

 ミッドランドスクエアスカイプロムナード  2020年
1月1日（水・祝）5：30～8：30(予定）―オフィス棟44階～
46階スカイプロムナード―　東海エリア一高いビルか
ら、名古屋の街を美しく染める初日の出が見られる。  
3地下鉄・JR「名古屋」・名鉄「名鉄名古屋」・近鉄「近鉄名古屋」

 1☎527-8877

1月の祭り・イベント1月の祭り・イベント

その他の1月の祭り・イベントその他の1月の祭り・イベント

東山動植物園 正月行事

初詣などのご案内初詣などのご案内

 たか む

東 別 院
☎321-9201

熱 田 神 宮
☎671-4151

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

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

1月1日（水・祝）5：00～歳旦祭
新年がよき年であるよう祈願される。

1月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月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）　 

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

1月1日（水・祝）0：00～ 新年大太鼓
1月1日（水・祝）・2日（木）10：00～16：00 正月特別祈祷

3地下鉄
　　  「八事」

3地下鉄
   「大須観音」

3地下鉄・JR
　　  「千種」

古川爲三郎
コレクション
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古川爲三郎
コレクション

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 12月 9 日（月）11：00～17：00
マーブル染め 12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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