
7月27日（土）～8月4日（日）―中区中心に各所で開催―
　世界 40 か国・地域のコスプレイヤーが名古屋に集結。
各種イベントのゲスト出演やパレード・撮影会などを開催。 
8/3・4 愛知芸術文化センター大ホールでのチャンピオン
シップ、オアシス 21 でのステージイベント、大須商店街
パレードなど。   3地下鉄「上前津」「大須観音」「栄」ほか

  1info＠wcs.co.jp  https://www.worldcosplaysummit.jp/

世界コスプレサミット2019

©2018 WCS

2日（金）～12日（月・休）※8日（木）休演日―ドルフィンズ
アリーナ（愛知県体育館）―　あなたの夢は何？ 今年のデ
ィズニー･オン･アイスのテーマは、リブ・ユア・ドリームス。
ディズニーのプリンセスたちが夢を追い求める姿を描く。
夢と魔法がたくさんつまった冒険の旅へ出かけよう！ 

26,900円ほか 3地下鉄「市役所」 
1☎571-7800（平日10：00～17：00） https://cte.jp/doi2019/

ディズニー・オン・アイス 名古屋公演

古川美術館特別展「第二楽章～書だ！石川九楊展」

SAKAE納涼盆踊り大会2019
3日（土）16：30～21：30 ―中区錦通一帯（錦通大津～錦通
本町交差点）―　昨年夏に開催された「SAKAE納涼盆踊
大会」が今年も開催決定！ 会場内にはやぐらが設置され、
世代・国籍を問わず皆で盆踊りが楽しめる。この日は浴衣
を着て錦に集まろう！ 　 3地下鉄「栄」、名鉄「栄町」

1☎955-3211 https://www.sunshine-sakae.jp/bonodori/

第14回 金山夏まつり
3日（土）・4日（日）10：00～―日本特殊陶業市民会館・
アスナル金山・金山総合駅連絡通路橋―　映画上映、
特殊車両展示体験、音楽ステージや様々なゲームなど
楽しいイベントが盛りだくさん！ 3日（土）には飛騨から
雪がやってくる！ 無料（一部有料）

  3地下鉄・JR・名鉄「金山」 1☎322-1155

第69回 大須夏まつり

名古屋城 夏まつり

3日（土）12：00～21：00・4日（日）10：00～21：30 ―大須
観音、ふれあい広場、大須商店街全域― 　伝統芸能「大
須太鼓」やサンバ・コスプレパレード、盆踊りなどの多彩な
イベント。8/4夜大須観音境内では、手筒花火が祭りを盛り
上げる。  3地下鉄「上前津」「大須観音」  1☎261-2287 http://osu.co.jp

ピクサー・ザ・フレンドシップ ～仲間といっしょに冒険の世界へ～

あいちトリエンナーレ2019

9日（金）～18日（日）9：00～20：30（閉門は21：00） ―名古屋城内―
　開園時間を延長して、夏のお城を楽しめるイベントをご用意。特設
ステージを設置し、ダンス・音楽などのステージが楽しめる。また、
大盆踊り大会が繰り広げられるなど、この夏まつりでのみ楽しめる
企画も盛りだくさん。夏の名古屋城で楽しもう！ 2316頁参照
1☎231-1700 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

7月20日（土）～9月8日（日）10:00～19:30(入館は閉館30分
前まで）―松坂屋美術館―　ディズニー/ピクサー長編映画
作品の世界観のなかで写真を撮りながら、その友情や絆を
体験できる！　グッズも盛り沢山！　 　21,2００円ほか

3地下鉄「矢場町」 1☎264-3611（10：00～19：30）
https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/

8月1日（木）～10月14日（月・祝）―愛知芸術文化センター
ほか―　あいちトリエンナーレは、2010年から3年ごとに開
催されている国内最大規模の国際芸術祭。4回目となる
2019年は、国内外から90組以上のアーティストを迎え、現
代美術のほか、映像、舞台芸術、音楽など、様々な表現を横
断する、最先端の芸術作品を紹介。　　

21DAYパス 一般1,600円ほか 4会場によって異なる 
3愛知芸術文化センター：地下鉄「栄」、名鉄「栄町」

1☎971-6111 http://aichitriennale.jp/

8月の祭り・イベント情報8月の祭り・イベント情報

ⒸDisney/Pixar

ⒸDisney

石川九楊「敗戦古稀其二」
2016年  ギャラリー白い点

8月3日（土）～10月6日（日）10：00～17：00 ―古川美術館・
分館爲三郎記念館―　書と文学との関わりを追求し、絵画
のような書を発表し続ける書家・石川九楊。2017年の上野
の森美術館での展覧会に続く第二弾として名古屋で初の
個展を開催。  　　　21,0００円ほか 3538頁参照

1☎763-1991 http://www.furukawa-museum.or.jp/　
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17日（土）・18日（日）17：00～21：00―広小路通一帯
（栄～伏見間）―　山車や音楽パレード、阿波踊りなど
楽しいイベントで夏のまつりが盛り上がる。毎年2日
間で50万人以上が集まる名古屋の一大イベント。 

3地下鉄「栄」・「伏見」 1☎962-7143

ビアフェス名古屋2019

夜に憩う  徳川園夕涼み

博物館なつまつり・博物館茶屋

 東山動植物園 ナイトZOO

第68回 広小路夏まつり

4日（日）18：00～21：00 ―市博物館プロムナード及び駐車場―　盆おどり
大会（19：30～）や、からあげ、ラムネ、スーパーボールすくい、パチンコゲーム、
サイコロゲームなどの夜店が多く出店。すいか割り（18：30～、無料）、フリー
マーケット（18：00～）、大道芸（17：20～、無料）。  　 

3地下鉄「桜山」 1☎841-2036 http://www.mizuhodori-shop.com

10日（土）15:00～19:00、11日（日･祝）12:30～16:30―名古
屋国際会議場「白鳥ホール」―　最も歴史のあるビールイ
ベント。「インターナショナル・ビアカップ2018」入賞ビー
ルを含む国内外のビールを一堂に集めて、来場者がテイ
スティングをすることができる。　 24,800円ほか
（入場料、試飲用グラス、400円分フードチケット付き） 

358頁参照 1☎0798-70-7171 http://www.beerfes.jp

※公共交通機関をご利用ください。
※スペースの都合上、ご案内をしていないものもあります。花火情報

3JR・名鉄「岐阜」から臨時バス運行あり。 1☎（050）5548-8686
第74回全国花火大会 －岐阜市長良川河畔（長良橋～金華橋間）－

※小雨決行
※増水時中止

第40回日本ライン夏まつり納涼花火大会（約3,000発）
－木曽川河畔一帯（ツインブリッジ下流）－10日（土）

19：30～20：20

第54回内海メ～テレ花火大会 ー内海海水浴場ー
3名鉄「内海」から徒歩約15分 1☎（0569）62-0985

第53回常滑焼まつり協賛 常滑納涼花火大会（約1,500発）　

元気の出る花火大会 in MIHAMA『トップ Presents ビッグバン2019』
（約18,000発） ー美浜町・小野浦海水浴場ー　

ー常滑市新開町6丁目地内ー 3名鉄「常滑」から徒歩15分、「りん
くう常滑」から徒歩3分

※小雨決行
※荒天時順延10日（土）

19：20～20：30 3名鉄「太田川」から徒歩15分 1☎（0562）32-5149

※雨天翌日順延
豊川市民まつり「豊川手筒まつり」－豊川市野球場－
（打ち上げ約2,000発、手筒約400本/大筒4台）
 3名鉄豊川線「諏訪町」から徒歩5分 1☎（0533）86-4101

 3名鉄「野間」「内海」からタクシー
1☎951-0311 東海テレビ事業（平日10：00～18：00）

※雨天決行
※荒天時翌日

 1☎（0564）64-1637（一社）岡崎市観光協会
3名鉄「東岡崎」「岡崎公園前」、愛環鉄道「中岡崎」から徒歩約10分

※荒天中止 3名鉄「富士松」「一ツ木」から徒歩約20分 
※名鉄・JR「刈谷」などから無料シャトルバス運行・駐車場なし
 1☎（0566）23-4100 刈谷市観光協会（平日8：30～17：15）
 　☎（0566）45-5833 刈谷駅前観光案内所（10：00～18：00）

24日（土）
18：00～21：00（予定）

第50回東海まつり花火大会（約4,000発） －東海市大池公園－

3名鉄「犬山遊園」から徒歩1分 1☎（0568）61-6000

13日（火）
19：10～20：45（予定）

※小雨決行
※雨天順延 新城納涼花火大会（約2,000発） －新城桜淵公園内－

3JR「新城」「東新町」から徒歩15分 1☎（0536）29-0829

14日（水）
19：30～20：45

※小雨決行
※雨天16日

17日（土）
19：00～20：30

※小雨決行
※荒天中止順延なし

※小雨決行
※荒天時25日

17日（土）
19：00～

刈谷わんさか祭り2019・花火大会 －刈谷市総合運動公園－

24日（土）
19：00～20：00

※小雨決行
※荒天時25日24日（土）

19：00～20：15
（開場：17：30）

 1☎（0569）34-5822（平日9：00～18：00）

10日(土）～14日（水）9：30～20：30（入園は20：00まで）
※13日（火）臨時開園 ―徳川園―　期間中開園時間を
20：30まで延長。龍仙湖に浮かべた浮灯籠に明かりが灯
ると、辺りは幻想的な雰囲気に包まれる。ライトアップさ

れた夜の庭園で、ひと時の涼を楽しめる。10日浮灯籠づくり体験、13・14日
「高校生邦楽演奏会」を開催。 2321頁参照 1☎935-8988

10日（土）～12日（月・休）、14日（水）・15日（木）、17日（土）・18日
（日）開催日は9：00～20：30まで開園（入園は20：00まで） ―東山
動植物園―　開園時間の延長を行い、普段は見ることの
できない、夜の動物園を楽しめる。アニマルトークなどの
イベントも行われる予定。 2340頁参照
1☎782－2111 http://www.higashiyama.city.nagoya.jp

3日（土）
18：50～21：00

※雨天決行
※荒天増水時31日3日（土）

19：30～20：40

岡崎城下家康公夏まつり第71回花火大会
－岡崎市康生町乙川河畔・矢作川河畔－

2019濃尾大花火 ー木曽川濃尾大橋上流ー
3JR「尾張一宮」、名鉄「名鉄一宮」から名鉄バス　
名鉄一宮駅西口、イオンモール木曽川西側から有料シャトルバス
 　　　　　　　　　　　   　 1☎（050）5542-8600
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屋国際会議場「白鳥ホール」―　最も歴史のあるビールイ
ベント。「インターナショナル・ビアカップ2018」入賞ビー
ルを含む国内外のビールを一堂に集めて、来場者がテイ
スティングをすることができる。　 24,800円ほか
（入場料、試飲用グラス、400円分フードチケット付き） 

358頁参照 1☎0798-70-7171 http://www.beerfes.jp

※公共交通機関をご利用ください。
※スペースの都合上、ご案内をしていないものもあります。花火情報

3JR・名鉄「岐阜」から臨時バス運行あり。 1☎（050）5548-8686
第74回全国花火大会 －岐阜市長良川河畔（長良橋～金華橋間）－
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第54回内海メ～テレ花火大会 ー内海海水浴場ー
3名鉄「内海」から徒歩約15分 1☎（0569）62-0985

第53回常滑焼まつり協賛 常滑納涼花火大会（約1,500発）　

元気の出る花火大会 in MIHAMA『トップ Presents ビッグバン2019』
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名鉄一宮駅西口、イオンモール木曽川西側から有料シャトルバス
 　　　　　　　　　　　   　 1☎（050）5542-8600
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※日程・内容等は、都合により変更になる場合があります。

第88回せともの祭
環境デーなごや2019

14日（土）・15日（日）
14日（土）

ー名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅周辺ほかー 1☎0561-85-2730
1☎972-2684

あいち国際女性映画祭2019 4日（水）～8日（日） 1☎962-2520
ふるさと全国県人会まつり 7日（土）・8日（日）ー久屋大通公園ー

ー久屋大通公園ー
白鳥庭園 観月茶会 13日（金）～15日（日） 1☎681-8928ー白 鳥 庭 園ー

1☎211-0083

24日（土）・25日（日）17：00～21：00 ―東別院境内―　
盆踊りを始め、ダンスやライブイベントなどを開催。飲食・
物販コーナーや、子どもが無料で楽しめるキッズ・福祉
コーナー、震災支援ブースが出店。   3地下鉄「東別院」

1☎321-9201 http://www.ohigashi.net/sanka/year/event/gobounatumathuri/

２4日（土）・２5日（日）―ささしまライブ（中京テレビ本社他）―
　今年で42回目を迎える、福祉・環境・災害復興のためのチャ
リティーイベント。今年のテーマは「人と人～ともに新たな時代
へ～」。ささしまライブのメイン募金会場を中心に各会場から
募金を呼びかける。 3あおなみ線「ささしまライブ」 

1☎588-4466 https://www.ctv.co.jp/24htv/

22日（木）～26日（月） ―ドルフィンズアリーナ（県体育館）―
　「国立ボリショイサーカス」が今年も名古屋にやってくる。
熊・犬・猫の動物のサーカスからサーカスの華といわれる
「空中ブランコ」などのアクロバットサーカスまで、ワクワクド
キドキの2時間。 24,900円ほか 3地下鉄「市役所」

1☎962-6151 https://www.tokairadio.co.jp/

22日（木）キャンパスバトル18：00～21：00、23日（金）前夜祭
17：00～21：00、本祭24日（土）・25日（日）8：50～21：00 ―久屋
大通公園会場メインステージを中心に23会場―　日本のど真ん
中、真夏の名古屋を舞台に繰り広げる日本最大級の踊りの祭
典。約200チーム20,000人が地域色豊かな踊りを披露。24日2019ファイナルシード
決定戦（19：00～）、25日ファイナルステージは、興奮必至。 2一部有料・500円ほか
3地下鉄「矢場町」ほか 1☎241-4333 https://www.domatsuri.com/

Ⓒにっぽんど真ん中祭り

ーウィルあいちほかー

第21回にっぽんど真ん中祭り

2019国立ボリショイサーカス 夏休み名古屋公演

名古屋オートフェスティバル2019

愛知県国際展示場オープニングイベント「AICHI IMPACT!2019」

2019東別院『御坊夏まつり』

秋の所蔵品展

２４時間テレビ42 愛は地球を救う

24日（土）・25日（日） ―ポートメッセなごや3号館―　東
海地区最大級のカスタム＆チューニングカーショー。24日
TV番組「薬師寺流」の収録。25日竹内力さんがスペシャ
ルゲストとして参加！　 2当日2,500円ほか 360頁参照
1☎0584-82-6677 http://www.n-autofestival.jp/

9月の祭り・イベント9月の祭り・イベント

8月29日(木）～11月10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年が一望できる約180点の
主要なコレクションを展示。 423528頁参照

1☎937-3737 http://www.mazak-art.com

8月30日(金）～9月1日（日）―愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）―
　国内外で活躍するトップ選手、豪華芸能人プレイヤーらが出場す
る今話題の「eスポーツ」大会とIZ＊ONEをはじめとするKPOPアー
ティストが一堂に集結する「KPOP FESTIVAL」を開催。詳細は
「AICHI IMPACT ！ 2019」で検索！ 2「eスポーツ」大会：無料、

KPOP FESTIVAL：事前チケット購入 3名鉄「中部国際空港」 
1☎951-7530 http://www.tokai-tv.com/aichi_ip/

オーギュスト・ロダン
《オウィディウスの『変身物語』》
鋳造年不詳
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日祝11月3日

ロゲイニング in なごや

名古屋城から有松・桶狭間の魅力あるスポットを巡る観光も楽しめるスポーツ大会開催！

申込期間 令和元年7月11日（木）～10月15日（火）
※定員となり次第締め切ります お問合せTEL:052-685-0044

ロゲイニングとは
　配付された地図をもとに、多数設置
されたチェックポイントをチームで制限
時間内にまわり、得られた点数を競うア
ウトドアナビゲーションスポーツです。
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