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Events CalendarAichi あいちイベントカレンダー

8月
AUGUST

2011年（平成23年）7・8月

5 金

6 土

10 水

15 月

12 金

13 土

14 日

奥矢作温泉花火大会 小渡町（豊田市） 旭観光協会
0565-68-3653

小渡天王祭 小渡町（豊田市） 旭観光協会
0565-68-3653

小原夏まつり 小原ふれあい公園
（豊田市）

小原交流館
0565-65-3711

龍宮まつり 白谷海水浴場
（田原市）

乗本万燈 乗本（万灯山） 新城市観光協会
0536-32-0022

火おんどり 竹広区（信玄塚） 新城市観光協会
0536-32-0022

米津の川まつり 花火大会 矢作川米津橋下流 にしお観光案内所
0563-57-7840

江岩寺 江岩寺
0568-78-4786

そぶえ夏まつり 祖父江の森
（稲沢市）

稲沢市観光協会
0587-22-1414

南設楽の放下（布里） 大海泉昌寺、他 新城市観光協会
0536-32-0022

地蔵まつり 香嵐渓・巴川
（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

稲武まつり 16日まで
稲武中学校グランド（豊田市）

いなぶ観光協会
0565-83-3200

22 月
2011ハワイアンフェスティバル
in吉良ワイキキビーチ

吉良温泉観光組合
0563-32-0525

26 金 27日まで
諏訪神社（西尾市一色町）三河一色大提灯まつり 諏訪神社

0563-73-4276

27 土 豊川市運動公園豊川市民まつり
「豊川手筒まつり」

豊川市観光協会
0533-89-2206

28 日 野田八幡宮野田雨乞笠おどり 刈谷市観光協会
0566-23-4100

間々観音（小牧市）夏季縁日 間々観音
0568-73-6173

28日まで
久屋大通公園、他（名古屋市）にっぽんど真ん中祭り （財）にっぽんど真ん中祭り文化財団

052-241-4333

鍋づる万灯 市川（万灯山） 新城市観光協会
0536-32-0022

安城七夕まつり 7日まで
JR安城駅市街一帯

安城七夕まつり協賛会
0566-71-2235

岡崎観光夏まつり 6日まで
乙川・矢作川河畔

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

名古屋城宵まつり 14日まで
名古屋城

名古屋城総合事務所
052-231-1700

大府市観光協会
0562-47-2111

たんころりんの夕涼み

大府夏まつり

万灯祭

長久手納涼まつり

フラレレ
（フラダンスとウラレレ演奏）

赤坂宿行灯まつり

岩倉山車夏まつり

あま市サマーフェスティバル

夏の音楽祭inいなぶ

15日まで
足助町並一帯（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

須成祭 7日まで
須成神社周辺

7日まで
大府駅東広場周辺

蟹江町観光協会
0567-95-1111

「カンバロウ日本」
２０１１年豊明夏まつり

7日まで
文化会館、文化会館駐車場

豊明市市民恊働課
0562-92-8306

内海海水浴場
（南知多町）

内海観光協会
0569-62-0985

笹踊り・七福神踊り 7日まで
引馬神社・八幡社

豊川市観光協会
0533-89-2206

13日まで
赤坂宿街道沿い

7日まで
大須商店街、オアシス２１

豊川市観光協会
 0533-89-2206

足助川万燈まつり 14日まで
足助町遊歩道（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

香恋の里夏まつり 14日まで
下山運動場（豊田市）

香恋の里しもやま観光協会
0565-90-2530

足助町並一帯
（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

新城納涼花火大会 桜淵公園 新城市観光協会
0536-32-0022

東海まつり花火大会 大池公園 東海市観光協会
0562-32-5149

足助夏まつり花火大会

濃尾大橋北
（一宮市）

一宮市観光協会
0586-28-9131濃尾大花火

１０日・１５日
平勝寺境内（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

三好池まつり 三好公園内
三好池

みよし市観光協会
0561-34-6000

桃太郎あゆまつり 桃太郎神社 レストラン桃太郎
0568-61-1576

サマーフェスタへいわ 稲沢市平和支所北駐車場

旧街道

あま市
美和グラウンド

稲沢市観光協会
0587-22-1414
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819
あま市サマーフェスティバル
実行委員会（美和町商工会）
052-441-0201

白谷海水浴場管理委員会
（期間外）田原市観光協会
0531-22-7300　0531-23-3516

綾戸の夜念仏と盆踊
日間賀島東浜
海水浴場

日間賀島観光協会
0569-68-2388日間賀島たこ祭り

日本ライン夏まつり 木曽川 犬山観光案内所
0568-61-6000

世界コスプレサミット２０１１ テレビ愛知事業部
052-243-8600

ほうらいせん
吟醸工房駐車場

いなぶ観光協会
0565-83-3200

御油夏まつり 7日まで
御油神社

御油連区（御油公民館）
0533-87-7214

江南七夕まつり・
市民サマーフェスタ

7日まで
江南市内商店街一帯

七夕まつり運営委員会事務局
0587-55-6245

7 日

みたま祭り 8日まで
豊川稲荷

豊川稲荷
0533-85-2030

一鍬田天王祭 一鍬田海倉淵 新城市観光協会
0536-32-0022

愛知用水通水50周年記念
町民レガッタ

愛知池漕艇場
東郷コース

東郷町生涯学習課
0561-38-6411

和紙良いフェスタ 小原和紙のふるさと
0565-65-2151

五条川水辺まつり 五条川 岩倉市環境保全課
0587-38-5808

巴川鮎まつり 足助観光協会
0565-62-1272

はずストーンカップ
チャレンジレース

東幡豆港・東幡豆海岸
（西尾市東幡豆町）

はずストーンカップ実行委員会
0563-56-2111

尾張冨士大宮浅間石上げ祭 尾張冨士大宮浅間神社 尾張冨士大宮浅間神社
0568-67-0037

香嵐渓周辺
（豊田市）

和紙のふるさと
（豊田市）

大海の放下 15日まで
大海泉昌寺

新城市観光協会
0536-32-0022

貝吹のかぎ万燈 貝吹町万燈山 にしお観光案内所
0563-57-7840

14 日

17 水 内海中日花火大会 内海海水浴場
（南知多町）

内海観光協会
0569-62-0985

19 金 貝津田の棒の手 貝津田諏訪神社 設楽町観光協会
0536-62-1000

20 土 愛知レゲエプリーズ
野外コンサート

内海港緑地
（南知多町）

内海観光協会
0569-62-0985

役場北駐車場 長久手町商工会
0561-62-7111

町民納涼まつり イーストプラザいこまい館
芝生広場周辺

東郷町生涯学習課
0561-38-6411

新城薪能 新城文化会館 新城市観光協会
0536-32-0022

知立よいとこ祭り 知立駅前周辺道路 知立市観光協会
0566-83-1111

常滑焼まつり 21日まで
ボートレースとこなめ、セラモール

常滑焼まつり協賛会事務局
0569-34-3200

雨乞いまつり 21日まで
宮道天神社

豊川市観光協会
0533-89-2206

三好大提灯まつり 21日まで
三好稲荷閣

21日まで
神明社

三好稲荷閣
0561-32-1023

三好いいじゃん祭り 三好稲荷閣周辺道路 みよし市観光協会
0561-34-6000

秋葉祭 小牧市観光協会
0568-76-1134

ハッピネス・ヒル・幸田こうた夏まつり 幸田町教育委員会生涯学習課
0564-62-1111

17日まで 本町地区（14・15日）
田峯地区（14～17日）塩津地区（13・16日）
平山地区（14日）清崎地区（14日）

設楽町観光協会
0536-62-1000念仏踊り

26日まで
宮崎海水浴場特設会場
（西尾市吉良町）

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 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

7月
JULY

ぎおん祭り 日間賀島西浜海水浴場
（南知多町）

日間賀島観光案内所
0569-68-2388

2 土

1 金

3 日

9 土

15 金

16 土

17 日

10 日

篠島ぎおん祭り 篠島地区
（南知多町）

篠島観光案内所
0569-67-3700

尾張の虫送り
（祖父江の虫送り）

豊田おいでんまつり
マイタウンおいでん

牧川小学校周辺 稲沢市観光協会
0587-22-1414

設楽原決戦場まつり 設楽原歴史資料館
0536-22-0673

三河大島いかだレース 竹島周辺
（蒲郡市）
設楽原一帯
（新城市）

三河いかだレース実行委員会（観光課内）
0533-66-1120

豊田おいでんまつり実行委員会
0565-34-6642

那古野神社大祭（天王祭） 16日まで那古野神社
那古野神社
052-231-4030

豊橋祇園祭 17日まで
吉田神社

豊橋祇園祭奉賛会
0532-53-5528

豊川夏まつり 17日まで
豊川進雄神社

豊川進雄神社
0533-86-2920

蓮見の会 森川花はす田

西尾祇園祭 17日まで
市街地一帯

西尾祇園祭協賛会事務局（観光課内）
0563-56-2111

大井夏まつり 大井地区 南知多町観光協会
0569-65-0711

大足蛇車まつり（16日花火大会） 17日まで大足地区（豊石神社）
武豊町企画政策課
0569-72-1111

早朝ハスまつり
18日まで
安城産業文化公園
デンパーク

サマーフェスティバル
8月31日まで
安城産業文化公園
デンパーク

安城産業文化公園デンパーク
0566-92-7111

安城産業文化公園デンパーク
0566-92-7111

富岡祇園まつり 17日まで
富岡天王社

新城市観光協会
0536-32-0022

きてみて！
奥三河アートの森設楽町企画展

８月３１日まで
アグリステーションなぐら
（設楽町）

きてみて！奥三河事務局
0536-76-0050

モリコロパーク夏まつり
17日まで
愛・地球博記念公園
（長久手町）

（財）愛知県都市整備協会
0561-64-1130

美浜海遊祭 8月21日まで
美浜町町内

美浜町観光協会
0569-82-1111

篠島観光案内所
0569-67-3700
愛西市社会教育課
0567-37-0231

篠島地区
（南知多町）

矢田虫送り 矢田川沿い 常滑市観光案内所
0569-34-8888

平原の滝開き 平原の滝 にしお観光案内所
0563-57-7840

3日まで
新城総合公園周辺

新城市観光協会
0536-32-0022

8月31日まで
吉良ワイキキビーチ他
（西尾市吉良）

2日・9日・10日・
16日・17日まで
各地域 （お問合せ下さい）

にしお観光案内所
0563-57-7840

9月30日まで
西浦温泉

西浦観光協会
0533-57-2195開催中

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 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

ポートインフォメーション
センター周辺

カモメリア
0532-34-371018 月 祝 豊橋みなとフェスティバル

海の日名古屋みなと祭 名古屋港
海の日名古屋みなと祭
協賛会事務局
052-654-7894

衣浦港中央埠頭 半田市観光協会
0569-32-3264衣浦みなとまつり花火大会23 土

立部神社 稲沢市観光協会
0587-22-1414こがし祭り

落合公園 春日井市市民生活課
0568-85-6622春日井市民納涼まつり

宮崎ぎおんまつり 24日まで
宮崎地内・宮崎漁港周辺
（西尾市吉良）

にしお観光案内所
0563-57-7840

24日まで
市民会館から
メロディーパーク周辺

小牧にぎわい隊事務局
0568-76-2111 小牧七夕まつり

小牧平成夏まつり 24日まで
市民会館から
メロディーパーク周辺

小牧平成夏まつり実行委員会
0568-76-1173

尾張津島天王祭 津島市観光協会
0567-28-8051

24日まで
天王川公園
24日まで
豊浜地区（南知多町）豊浜鯛まつり 豊浜観光協会

0569-65-0004
宮崎地内・宮崎漁港周辺
（西尾市吉良）吉良花火大会 吉良花火大会実行委員会

0563-32-0525
一宮七夕まつり協進会事務局
0586-28-913128 木

おりもの感謝祭・
一宮七夕まつり

31日まで
市内一帯

30 土
蒲郡まつり
（花火大会31日）

31日まで
蒲郡市民会館前緑地他

蒲郡まつり実行委員会（観光課内）
0533-66-1120

豊田おいでんまつり実行委員会
0565-34-6642

31日まで
中心市街地一帯・
白浜公園一帯

豊田おいでんまつり
（ファイナル30日、花火大会31日）

国府夏まつり 31日まで
大社神社（豊川市）

大社神社
0533-88-9622

31日まで
旧名倉中学校（設楽町）
31日まで
秋葉社周辺

奥三河食彩フェスタしたら テレコテージしたら
0536-63-2006
刈谷市観光協会
0566-23-4100万燈祭

幸田彦左まつり JR幸田駅前通 幸田町商工会
0564-62-0120

針綱神社輪くぐり 針綱神社 針綱神社
0568-61-0180

華あかり 赤坂休憩所
よらまいかん横

豊川市観光協会
0533-89-2206

稲沢夏まつり 稲沢公園 稲沢夏まつり実行委員会
0587-33-6400

輪くぐり 国府宮神社 稲沢市観光協会
0587-22-1414

浅間祭 浅間神社 豊橋観光コンベンション協会
0532-54-1484

阿寺の七滝まつり 阿寺の七滝 新城市観光協会
0536-32-0022

31 日

野島祭り（船団パレード）

ツール・ド・新城

三河湾海のページェント夏まつり

西浦温泉まつり 夢かけ風鈴まつり 小渡町商店街 旭観光協会
0565-68-3653



信長
ゆかりの城



信長
ゆかりの城




