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開催中
1 火

2 水

4 金

5 土

6 日

8 火

3 木 祝

新城市観光協会
0536-32-0022

香嵐渓もみじまつり

鳳来寺山もみじまつり

東栄フェスティバル

テレビ塔の見える風景　
絵手紙コンテスト作品展

くらふとフェア蒲郡2011

刈谷産業まつり2011

岡崎ジャズストリート2011

30日まで
足助町 香嵐渓（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

「恋する静物－静物画の世界」展
/同時開催「呼びとめられたものの光」展

2月１９日まで
名古屋ボストン美術館

名古屋ボストン美術館
052-684-0101

酉の市

はんだ食べ歩きスイーツ
14日、26日
西光寺（豊橋市）

1月31日まで
半田市内の各参加店舗

30日まで
鳳来寺山

豊田市観光協会
0565-34-6642
西尾市観光協会
0563-56-2111
半田市観光協会
0569-32-3264

大滝渓谷紅葉まつり

三ヶ根山イルミネーション

30日まで
大滝渓谷、妙昌寺

西光寺
0533-52-4203

菊花大会 6日まで
フローラルガーデンよさみ

刈谷市観光協会
0566-23-4100

東栄ドーム 東栄町経済課
0536-76-1812

文化のみちイベント 文化のみち二葉館・
徳川園他（名古屋市）

徳川園管理事務所
052-935-8988

帆船「日本丸」・「海王丸」の寄港について
（5日展帆訓練、6日船内一般公開）

8日まで
名古屋港ガーデンふ頭

名古屋港管理組合
052-654-7839

13日まで
名古屋テレビ塔4階タワーステージ

13日まで
吉浜駅前人形小路一帯（高浜市）

名古屋テレビ塔
052-971-8546

小原四季桜まつり 12月4日まで
小原ふれあい公園、他（豊田市）　

小原観光協会
0565-65-3808

三面大黒天秋季大祭 遍照院（碧南市） 遍照院
0566-41-4800

秋の市民まつり 6日まで
乙川河川敷
6日まで
海陽多目的広場（蒲郡市）
6日まで
刈谷市産業振興センター

岡崎市商工労政課
0564-23-6212
蒲郡市産業振興課
0533-66-1111
刈谷市商工課
0566-62-1016

人形小路　菊まつり 人形小路の会事務局
0566-52-2808

6日まで
Libraホール他康生通・本町通各会場

岡崎ジャズストリート実行委員会
0564-71-3378

志貴毘沙門天秋季大祭 志貴毘沙門天妙福寺
（碧南市）

志貴毘沙門天妙福寺
0566-41-0200

12 土

飛島ふるさとフェスタ 飛島村教育委員会生涯教育課
0567-52-3351

商工祭 知立市商工会
0566-81-0904

ライトアップ岩屋堂 20日まで
岩屋堂公園

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
0561-85-2730

愛西市文化祭 6日まで
佐屋公民館、佐織公民館

愛西市教育委員会社会教育課
0567-37-0231

知立市文化会館

豊明秋まつり 豊明市市民協働課
0562-92-8306豊明市役所周辺

商業まつり 幡豆町商工会
0563-62-3105幡豆小学校（西尾市）

南知多町産業まつり 南知多町商工観光課
0569-65-0711豊浜漁港

6日まで　中央公民館、
総合体育館、すこやかセンター

開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号

花祭り

●小林地区（12日）
●御園地区（12・13日）
●東薗目地区（20日）
●月地区（22・23日）
●足込地区、河内地区
　（26・27日）

東栄町経済課
0536-76-1812

東浦町産業まつり 13日まで
文化センター・勤労福祉会館他

東浦町産業課
0562-83-3111

足助観光協会
0565-62-1272

2011はんだふれあい産業まつり

足助の町並み　芸術さんぽ

つくで祭り

市民ふれあいフェスティバル

コレクションギャラリー2011
煙突の上のサンタ

JAGDA東北復興支援チャリティ　
やさしいハンカチ展

くらがり渓谷紅葉まつり

13日まで
12日 JFE会場、13日 半田運動公園会場

半田市商工観光課
0569-84-0634

常滑市農業まつり ボートレースとこなめ

20日まで
足助の古い町並み一帯（豊田市）

あいち知多農業協同組合
0569-34-5555

こうた産業まつり ハッピネス・ヒル・幸田 幸田町産業振興課
0564-62-1111

鬼久保ふれあい広場 新城市観光協会
0536-32-0022

2011 ながくて町民まつり 長久手町役場 長久手町産業緑地課
0561-63-1111

臨海体育館・公園

～20日・23日～27日まで
徳川園内（名古屋市）

碧南市福祉課
0566-41-3311

美浜町産業まつり 美浜町総合公園
体育館周辺

美浜町農業水産課
0569-82-1111

こうなん木曽川YUYUウォーク・
自転車散歩

すいとぴあ江南、遊歩道・
サイクリングロード、市内全域

江南遊歩道・サイクリングロードイベント実行委員会
0587-54-1111

にっしん市民まつり 日進市役所・市民会館・
スポーツセンター
12月25日まで
ノリタケの森　煙突ひろば（名古屋市）
3月３１日まで
国際デザインセンター（名古屋市）

国際デザインセンターコレクションギャラリー
052-265-2106

27日まで　国際デザインセンター・
デザインギャラリー（名古屋市）

日進市市民協働課
0561-73-3194
ノリタケの森
052-561-7290

国際デザインセンター・デザインギャラリー
052-265-2106

徳川園　秋の夜間開園 徳川園管理事務所
052-935-8988

12月4日まで
くらがり渓谷

岡崎市観光課
0564-23-6384

二川宿本陣まつり 二川宿本陣資料館
（豊橋市）

二川宿本陣資料館
0532-41-8580

12 土

13 日

15 火

16 水

18 金

19 土

20 日

22 火

23水祝

26 土

25 金

27 日

28 月

21 月

笹戸温泉じねんじょもみじまつり 旭観光協会
0565-68-3653

抹茶の日記念行事 西尾茶協同組合
0563-57-2261

阿久比町産業まつり 20日まで
阿久比町役場駐車場

阿久比町建設部産業課
0569-48-1111

そぶえイチョウ黄葉まつり 27日まで
山崎周辺、祐専寺（稲沢市）

祖父江町商工会
0587-97-5800

20日まで
西尾市文化会館

桃太郎　もみじでんがくまつり レストラン桃太郎
0568-61-1576

30日まで
桃太郎公園周辺（犬山市）

イルミネーション
クリスマスイルミネーション
あわてサンタのXmas
ツインアーチのメリークリスマス

小牧市観光協会
0568-76-1134

12月25日まで
小牧駅周辺

ランの館
052-243-0511

12月25日まで
ランの館(名古屋市)

国営木曽三公園138タワーパーク
0586-51-7105

12月25日まで
138タワーパーク（一宮市）

新城歌舞伎 新城市観光協会
0536-32-0022新城文化会館

地泉院地蔵流し

ドームやきものワールド

稲沢市観光協会
0587-22-1414
愛知県産業労働部地域産業課
052-954-6345

地泉院

28日まで
ナゴヤドーム（名古屋市）

NAGOYA アカリナイト 2011 名古屋観光コンベンションビューロー
052-202-1145

12月25日まで
名古屋テレビ塔、
久屋大通公園（もちの木広場）

農業まつり 農業まつり実行委員会
0561-53-2111

スカイワードあさひ
（尾張旭市）

産業フェスタみよし2011 みよし市農政商工課
0561-32-8015

緑と花のセンター
さんさんの郷 岩倉軽トラ市 岩倉市商工農政課

0587-38-5812八剱憩いの広場
茶臼山高原　
紅葉フォトハイキング2011

茶臼山高原の美術館
0536-87-5001茶臼山高原 聚楽園公園もみじまつり 東海市観光協会

0562-32-5149
12月4日まで
聚楽園公園

いなざわ美濃路まつり 稲沢市観光協会
0587-22-1414長束梅公園

ノリタケの森にサンタがやってくる ノリタケの森　
052-561-7142

12月25日まで
ノリタケの森（名古屋市）

豊川稲荷秋季大祭 豊川閣妙厳寺
0533-85-2030

23日まで
豊川稲荷

市政40周年
いわくら市民ふれ愛まつり2011

岩倉市商工農政課
0587-38-5812

名古屋商工会議所街づくり振興グループ
052-223-5740

13日まで
総合体育文化センター

集合場所／
名古屋城東門前

花祭り 豊根村観光協会
0536-87-2525

27日まで
坂宇場八幡神社

寂光院 もみじまつり 犬山寂光院
0568-61-0035

12月11日まで
犬山寂光院

ラグナマリーナ
「マリーナ　イルミネーション」

ラグーナ蒲郡インフォメーションセンター
0533-58-2700

1月6日まで（予定）
ラグナマリーナ

きらまつり

ものづくり文化再発見！ウォーキング
（清須コース）

吉良町商工会
0563-32-1141

13日まで
コミュニティ公園（西尾市）

イルミネーションストーリー
inとよた2011

イルミネーションストーリー実行委員会
0565-32-4595

1月9日まで
名鉄豊田市駅周辺

参候祭 設楽町観光協会
0536-62-1000三都橋　津島神社

2011里の秋 博物館「酢の里」
0569-24-5111

27日まで
博物館「酢の里」（半田市）

ゆるり秋の窯めぐり 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会課
0561-85-2730

13日まで
赤津・品野・水野

いい風呂感謝祭2011 兎鹿嶋温泉　湯～らんどパルとよね
0536-85-1180

27日まで
兎鹿嶋温泉　湯～らんどパルとよね（豊根村）

産業まつり 武豊町産業課
0569-72-1111

13日まで
武豊町町民館（ゆめたろうプラザ）

東海秋まつり 東海秋まつり2011実行委員会事務局
0562-33-2811

13日まで
元浜公園、製鐵公園他

宮路山もみじまつり 音羽商工会
0533-88-2881宮路山（豊川市）

ウインターイルミネーション 東海市観光協会
0562-32-5149

平成24年1月12日まで
元浜公園

ぽっぽ＆ぴっぴちゃんのエコ教室

冬のふるさとフェア

ガスエネルギー館
052-603-2527
岐阜県観光連盟名古屋センター
052-261-2001

ガスエネルギー館7階
（東海市）
12月2日まで
中日ビル（名古屋市）

スター☆ライトレビュー2011 冬の祭典実行委員会
052-654-7894

12月25日まで（予定）
名古屋港ガーデンふ頭一帯

20日まで
笹戸会館（豊田市）

開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号

3 土

4 日

ロマンチックXmas
イルミネーション デンパーク(安城市)

旭高原元気村（豊田市）

普門寺（豊橋市）

（中設楽花祭舞庭）

瀬戸蔵

尾西庁舎西側駐車場

観光農園花ひろば(南知多町）

ナゴヤドーム(名古屋市）

長松寺（豊川市）

ラグナシア(蒲郡市)

伊良湖神社(田原市）

鳳来寺山（新城市）

古茶屋周辺（予定）（豊田市）

デンパーク

旭高原元気村

普門寺

東栄町経済課

東邦ガス ガスエネルギー館

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会

観光農園花ひろば

豊橋観光コンベンション協会

小牧市観光協会

春日井市観光協会

東栄町経済課

名古屋港水族館

華蔵寺

ClubFun事務局

吉祥寺

きらきらウォーク実行委員会

長松寺

妙善寺

サンテパルクたはら

伊文神社

尾張旭ライオンズクラブ

松平郷館

稲沢市観光協会

ラグーナ蒲郡インフォメーションセンター

渥美半島観光ビューロー

鳳来寺

中馬のあかりを灯す会

0566-92-7111

0565-68-2755

0532-41-4500

0536-76-1812

052-603-2527

0561-85-2730

0586-62-9111

0569-65-2432

0532-54-1484

0568-76-1134

0568-85-6244

0536-76-1812

052-654-9493

0563-35-0935

0120-64-1166

0587-37-0464

090-8950-4840

0533-75-2475

0563-62-2297

0531-25-1234

0563-57-2838

0561-53-7114

0565-58-3033

0587-22-1414

0533-58-2700

0531-23-3516

0536-35-1004

0565-82-3060

25日まで

3月31日まで（予定）

4日まで

4日まで 中設楽改善センター前

25日まで

24日まで 一宮市役所

3月31日まで

1月29日まで 名古屋港水族館

18日まで

1月1日まで

1月1日まで

1月1日まで

稲武商工会～古橋懐

雪そりゲレンデ

中設楽　花祭り
地球にやさしい生活体験！！
エコエネキッズチャレンジ

陶のあかり路

真田祭

秋葉神社　火渡り神事

吉祥寺の火渡り

きらきらウォーク

ウインタースポーツフェスタ
シーズン11冬スポ

ホワイトイルミネーション

ブロッコリー狩と菜の花袋詰放題

福厳寺の火渡り神事

中在家　花祭り

名古屋港水族館 干支展

吉良義央公毎歳忌

長松寺どんき

かぼちゃサミット（表彰式）

普門寺　文化財御開帳

10 土

11 日

13 火

14 水

17 土

16 金

18 日

22 木

23 金 祝

25 日

28 水

31 土

12月中旬

管粥神事

ごせんだら祭り

ふれあいクリスマス

マーガレット一家
「たっちゃんの紙芝居」

松平郷年末もちつき大会
祖父江善光寺東海別院
大晦日除夜の鐘
LAGUNA NewYear’s
COUNTDOWN2012

開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問合せ先／電話番号

鳳来寺山 除夜の鐘つき

冬至の夜のあかり展

1月9日まで
三ヶ根山山頂駐車場付近

東邦ガス
ガスエネルギー館（東海市）

真田神社

福厳寺（小牧市）

秋葉神社（春日井市）

老人憩いの家 明寿荘

華蔵寺(西尾市）

吉祥寺（岩倉市）

妙善寺(西尾市）

サンテパルクたはら（田原市）

金石神社（西尾市）

名鉄尾張旭駅前広場

松平郷園地（豊田市）

南館1階「海のギャラリー」

芸術文化ホール等、久沓公園
から市役所駐車場までの
沿道各所（碧南市）

祖父江善光寺東海別院
（稲沢市）

ホワイトイルミネーション実行委員会

心もほっと！旬のイベント先行
情報

地球にやさしい生活体験！！
エコエネキッズチャレンジ【東海市】
開催日：12月4日(日)
参加体験型のイベントを通じて
「地球温暖化とエネルギー」について、子
供から大人まで楽しく学んで頂けます。
【場  所】東海市新宝町507-2
【交  通】伊勢湾岸自動車道「東海IC」より約5分
　　　　　名鉄常滑線「柴田駅」より送迎バス
　　　　　（要予約／日曜運休）で約10分
【問合せ】東邦ガス ガスエネルギー館
　　　  TEL.052-603-2527

伝説？祖先？来年の干支にご対面
干支展【名古屋市】
開催期間：12月13日(火) ～1月29日(日）
来年の干支である「タツ年」に
ちなんだ生き物を展示します。
どんな生き物か今からわくわく！
【場  所】名古屋市港区港町1-3
【交  通】伊勢湾岸自動車道「名港中央
　　　　IC」より約20分
　　　　名古屋市営地下鉄名港線「名
　　　　古屋港駅」より徒歩約5分
【問合せ】名古屋港水族館
　　　  TEL.052-654-9493

全国のかぼちゃが大集合！

【西尾市】
開催日：12月22日(木)
別名「かぼちゃ」寺で親しまれる妙善
寺。当日は、「かぼちゃしるこ」の振る
舞いや地元の名産品を集めた「物産
展」、「かぼちゃ神輿」などが開催。
【場  所】西尾市東幡豆町森66
【交  通】東名高速道路「音羽蒲郡IC」
　　　  より約40分
　　　  名鉄蒲郡線「東幡豆駅」より
　　　  徒歩約3分
【問合せ】妙善寺
　　　  TEL.0563-62-2297
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かぼちゃサミット（表彰式）

11月
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12月
DECEMBER

Calendar あいちイベントカレンダー
2011年（平成23年）11・12月Events Aichi

あ11_12初_111003 あ11_13初_111003






