祭・イベント

2月の祭り・イベント情報
尾張四観音 節分会のご案内
荒子観音寺
1部 9：00〜12：00
2部 13：00〜17：00
3地下鉄「高畑」、あおなみ線「荒子」1☎361-1778
今年の恵方

3日（月）節分会

3名鉄
「甚目寺」

甚目寺観音 3日
（月）
節分会

8:00〜17:00 1☎442-3076

2日（日）節分会前夜祭祈祷
3日（月）節分会豆まき祈祷
2日
（日）
節分会前夜祭
寺
3日
（月）
節分会大祭

笠寺観音
龍

泉

20:00〜24:00
9:00〜17:00
20:00〜24:00
9:00〜18:00

3名鉄
「本笠寺」
1☎821-1367
3ゆとりーとライン「竜泉寺口」
1☎794-3647

大須観音節分宝船大行列
3日（月）13：18 栄小公園発→大津通→矢場町交差点
→赤門通→新天地通→万松寺（休憩）→万松寺通→裏門
前町通→東仁王門通→仁王門通→15：00頃 大須観音着
（到着後、
豆まきを行う。）※雨天時は新天地から出発。
3地下鉄
「大須観音」1☎231-6525

エヴァンゲリオン中京圏プロジェクト
〜名古屋・ささしまライブから世界へ発信〜

1月10日（金）〜3月29日（日）ーささしまライブ、名古屋鉄道
沿線ほかー エヴァンゲリオン初号機をモチーフにした特
別仕様のミュースカイの運行やナナちゃん人形がエヴァ
ンゲリオンのキャラクターに扮した衣装で登場。グッズの
販 売 や 沿 線での ｢ エヴァンゲリオンジオラマスタンプラ
Ⓒカラー
土・日・祝8：00〜18：00）
リー｣を実施。 1☎582-5151（月〜金/8：00〜19：00、

改組 新 第6回 日展東海展

1月29日(水)〜2月16日（日）―愛知県美術館ギャラ
リー― 明治40年の文展に始まり、
112年の歴史を
継承する美術家たちの祭典。日本画、
洋画、
彫刻、
工
芸美術、
書の5部門から、
約500点を展示。 21,100円ほか 326頁参照
1☎201-3766 https://www.chunichi.co.jp/event/nitten/
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国府宮はだか祭
6日（木）
（毎年旧暦正月13日）15：00〜―国府宮（尾
張大國霊神社：稲沢市）― 神男に触れると厄落とし
ができるという信仰から、
裸男たちが揉み合いを繰り
広げる勇壮で見ごたえのある神事。5日（水）13：00〜
「大鏡餅奉納」、
7日（金）3：00〜「夜儺追神事」
3名鉄「国府宮」1☎0587-23-2121 http://www.konomiya.or.jp/
しんおとこ

よ

文化のみち二葉館

な

お

い

し

ん

じ

ふたばの日「開館15周年記念」

8日（土）10：00〜17：00―文化のみち二葉館― 名古屋
伝統芸能の公演や貞奴・桃介に関する特別講演。当日先
着100名に記念品を進呈。関連催事「川上貞奴うつつ彩
展」等を展示開催。※8日のみ入館無料。
3518頁参照 1☎936-3836

特別展 尾張徳川家の雛まつり

有職雛

徳川美術館蔵

2月8日（土）〜4月5日（日）―徳川美術館― 尾張徳川
家伝来の雛人形・雛道具を中心に、
初公開の内裏雛
飾りも含め、
大名家ならではの豪華で気品ある雛の
世界を紹介。特別公開 「千利休 泪の茶杓」2月22日
（土）〜3月3日（火）2月28日の利休忌にちなみ、
利休
が最期の茶会で用いた「泪の茶杓」を展示。
423520頁参照 1☎935-6262

フラワーバレンタイン2020
８日（土）
・９日（日）10：00〜17：00 ―mozo ワンダー
シティ― バレンタイン特別企画。フラワーギフトの
販売、花男子や花の小売店の団体によるステージ
イベント、
フラワーアレンジメント制 作 体 験 、
フォト
3地下鉄・名鉄「上小田井」1☎954-6419
スポットなど。
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名古屋ラーメンまつり2020
1日(土)〜17日(月)10：30〜20：00※6日・12日は休み―久屋大
通公園エディオン久屋広場― 全国から選りすぐりのご当地
ラーメンが名古屋に集結。全国各地のご当地ラーメンの魅力
を名古屋から発信！名古屋がラーメンで熱くなる。
2900円（ラーメンチケット1枚/1杯）3地下鉄「矢場町」
「栄」、
名鉄「栄町」
1☎588-4466 https://www.ctv.co.jp/event/ramen/

祭・イベント

梅だより

※見頃は気候により多少異なります。
※公共交通機関をご利用ください。

梅まつり

6日（木）〜9日（日）9：00〜16：30 ※9日は16：00まで
―名城公園フラワープラザ― ほかに類のない迫力
ある
「館内梅林」
で春を感じられる。盆梅、梅を使った
食べ物や飲物の販売。抹茶席や、Jazz演奏もあり。
※7日・8日は夜間営業あり
3地下鉄「名城公園」 1☎913-0087

しだれ梅まつり
2月22日
（土）〜3月15日
（日）
※開花状況によって
は変更の場合あり・期間中無休 ―市農業センター
delaふぁーむ― 紅梅・白梅あわせて約700本
が咲き乱れる。期間中は朝市・青空市、
盆栽展、
大道芸※雨天中止などが行われる。
6期間中有料
（500円）423543頁参照 1☎801-5221
名

古

屋

城 約13品種 約70本（白梅・紅梅）
2月中旬頃〜3月中旬頃

1 ☎231-1700

東 山 動 植 物 園 約20種類 約200本（白梅・紅梅）
2月中旬〜3月中旬 ※月曜休園
1 ☎782-2111

3 16頁参照
3 40頁参照

東谷山フルーツパーク 45種類 約180本（白梅・紅梅・しだれ梅）
2月初旬〜3月中旬 ※月曜休園
3 43頁参照
1 ☎736-3344
荒

子

公

園 約300本（白梅・紅梅・しだれ梅など）
2月下旬〜3月中旬
3あおなみ線「荒子」

1 ☎361-7581

地 16種類 約400本（白梅・紅梅）2月下旬〜3月中旬
※有料施設のみ月曜休園 3名鉄「左京山」
・JR「南大高」
そ
う
り
いけ
25種類 約5,800本 2月中旬〜3月中旬
佐 布 里 池
「第29回 佐布里池梅まつり」2/8（土）〜3/8（日）
1 ☎0562-36-2664
3名鉄「朝倉」から知多バス「梅の館口」
29種類 約400本（白梅・紅梅） 1月下旬〜3月中旬
向山緑地内梅林園
「うめまつり」1/31（金）〜3/8（日）イベント日2/16（日）
1 ☎0532-51-2430
3 名鉄・JR
「豊橋」から豊鉄バス「台町」徒歩5分
大

高

緑

1 ☎622-2281

約50種類 白梅700本・紅梅600本 1月下旬〜3月下旬
梅林公園（岐阜市）「第68回ぎふ梅まつり」3/14（土）
・15（日）
1 ☎058-265-4141 3 JR
「岐阜」
⑭⑮のりばから、
または

名鉄「名鉄岐阜」⑥のりばから岐阜バス「梅林公園前」
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尾張三大奇祭 きねこさ祭
10日
（月）―七所社（中村区）
および庄内川― 厄除け、
五穀豊穣などを祈る。12:30〜「川祭り」
（万場大橋北側）
川の中に笹竹を立て、一人が登り、折れた方角でその
年の吉凶を占う。14:00〜「古式行列」
（参道）、15:00〜
「本祭り」、
「厄除神事」
（境内）
などの神事。
3市バス「岩塚本通五丁目」1☎412-3671

ART NAGOYA 2020
15日（土）11：00〜19：00、16日（日）11：00〜18：00
―ホテルナゴヤキャッスル ― 全国からもギャラ
リーが出展し、ホテル9階の１フロア各客室に現代
アートが展示される現代アートの展示販売会。
21,000円 3地下鉄「浅間町」
1☎955-1790（トークン）http://www.artnagoya.jp

アニメ・ゲーム フェス NAGOYA2020
15日（土）9：30〜19：00・16日（日）10：00〜18：00―ポート
メッセなごや第1展示館/サブ会場：Maker's Pier― アニ
メ、ｅスポーツ、コスプレ、VTuberを同一会場で楽しめ
る東 海 地 区 最 大 級の 複合型エンターテイメントを開
催。誰もが夢中になってしまうアニメ・ゲームの世界を、
21,800円（当日）ほか 360頁参照
ぜひ直接体感！
1☎954-1080（平日10：00〜18：00）https://www.tokai-tv.com/agefes/

スーパーおうむシェフとおかしなサイエンスレストラン
15日(土)・16日(日)―でんきの科学館― スーパー
おうむシェフの「レストラン」をテーマに、クイズラリ
ーや工作をおこなう。実験では、グラスや食材を使っ
てレストランにちなんだ実験ショーを開催。楽しみ
ながら科学に関心を持っていただくイベント。
42332頁参照 1☎201-1026
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東山動植物園バレンタインイベント
1日（土）〜16日（日）ー東山動植物園ー バレン
タインに関連したイベントを開催。「ズーボと一緒
にハッピーバレンタイン」「ワクワクフォトスポッ
ト」など。 423540頁参照 1☎782-2111

祭・イベント

地下迷宮に眠る謎2020
2月20日（木）〜8月30日（日）―名古屋市内― 体験型ゲー
ム・イベント、
ナゾトキ街歩きゲーム「地下迷宮に眠る謎」の第
2弾が登場！名古屋の街を舞台に謎や暗号を解き明かそう！
22,300円（専用一日乗車券(大人券)１枚付き）
1☎972-3928（平日8：45〜17：30〈12：00〜13：00を除く〉）
https://realdgame.jp/chikameikyu_2020/

春を彩る日本遺産有松めぐりキャンペーン
２月２２日（土）〜３月２２日（日）―緑区有松東海道
一円― 天満社春季大祭をはじめ、恒例の福よせ
雛、きもの体験や節句菓子「おこしもん」づくり、
町家での上方落語など春の有松はイベント盛りだ
3名鉄「有松」1☎972-2425
くさん！

徳川園 早春の催事

を開催。

2月23日（日・祝）〜4月5日（日）ー徳川園ー 新春を
祝う催事を開催。2/2313：00〜15：00「徳川園の流
し雛」
（雛祭りの原型とされる手作りのひな人形を徳
川園の龍仙湖に浮かべる）、
2/27〜3/1「盆（才）展」
42521頁参照 3市バス「徳川園新出来」1☎935-8988

名古屋おもてなし武将隊 絆2020 天華繚乱 〜飛翔〜
２２日（土）
・２３日（日・祝）―テレピアホール―
絆シリーズ10周年！豪華ゲストを迎えてのイベン
トや武将隊の迫力かつ華麗な演武、活劇舞台な
ど全6公演！ 24,800円ほか（未就学児入場不可
の公演あり）3地下鉄「栄」又は「高岳」、
名鉄「栄町」
1☎951-9104（平日10：00〜18：00）
https://www.tokai-tv.com/events/kizuna2020/

NAGOYAオートトレンド2020
22日（土）
・23日（日・祝）10：00〜17：00―ポートメッ
セなごや― 中部・東海地区最大級のカスタムカー
の祭典。 製品展示ほか実際にアクセサリーを装着
した車両の展示など。そのほかステージイベントも
22,300円ほか
多数。
360頁参照 1☎249-9009 http://www.n-autotrend.com/
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肉ニクまつりVS 第4回あいちめし EXPO'20
2月29日（土）
・3月1日（日）10：00〜18：00 ―久屋大通公
園エディオン久屋広場― 全国からの牛・豚・鶏・羊・馬・鹿の
肉と愛知県の美味しいものを食べくらべ。畜産を応援する
3地下鉄「矢場町」
食の祭典。※入場無料
1☎710-7110 https://www.tebasaki-summit.jp/
3月の祭り・イベント

第32回 旅まつり名古屋2020

3月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― 全国各地・
海外からの観光情報をはじめ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
その他の3月の祭り・イベント
名古屋港ワイルドフラワーガーデン

ブルーボネット2020年シーズンオープンイベント 3月1日（日）〜15日（日）ー ブルーボネット ー 1☎613-1187
マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2020 3月6日（金）〜8日（日）ーナゴヤドームー 1☎0570-550661
※日程・内容等は、
都合により変更になる場合があります。

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 2月10日
（月）
11：00〜17：00
マ ー ブ ル 染 め 2 月 17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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カッチン玉祭
26日（水）9：00〜17：30―六所神社（東区）― 毎年この
日のみ売り出す「カッチン玉」は、
安産・生育・厄除け等に
ご利益があるといわれている。9:00〜大祭斎行、
10:30〜
各種祈祷。境内では100軒以上の露店が並ぶ。
3地下鉄「ナゴヤドーム前矢田」、
市バス「矢田南三丁目」1☎711-3609

