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Calendar あいちイベントカレンダー
2012年（平成２４年）3・4月Events Aichi

あ11_12初_111003 あ11_13初_111003

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

1 日 あぐい桜まつり 阿久比町役場駐車場 阿久比町商工会
0569-48-7085

小牧山さくらまつり 10日まで
小牧山

小牧市観光協会
0568-76-1134

五条川桜まつり 10日まで
五条川

江南市五条川桜祭り運営委員会
0587-55-0687

岩倉桜まつり 10日まで
五条川

岩倉市商工観光グループ
0587-38-5812

幸田しだれ桜まつり 15日まで
幸田文化公園

幸田町商工観光グループ
0564-62-1111

岡崎桜まつり 15日まで
岡崎公園、伊賀川周辺

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

桃花祭 3日まで
真清田神社周辺（一宮市）

真清田神社
0586-73-5196

長久手古戦場桜まつり 古戦場公園 長久手市生涯学習課
0561-56-0627

4 水 岡崎城下舟遊び
10日まで
殿橋下流から吹矢
橋間往復

乙川観光船実行委員会
090-9194-4629

7 土 稲沢桜まつり 国府宮神社参道一帯 稲沢商工会
0587-21-0502

春日五条川さくらまつり はるひ夢の森公園 清須市観光協会
052-400-2911

足助春まつり
8日まで
足助神社と足助の町
並み一帯（豊田市）

足助観光協会
0565-62-1272

サボテンフェア 8日まで
落合公園

春日井市観光協会
0568-85-6244

犬山祭 8日まで
犬山城下町一帯

犬山観光案内所
0568-61-6000

やとみ春まつり 8日まで
弥富市文化広場

弥富市観光協会
0567-65-1111

阿久比山車まつり

7・8日萩地区
14・15日宮津地区	
21・22日	
大古根地区
28・29日横松地区

阿久比町社会教育課
0569-48-1111

常滑春の山車まつり

7・8日矢田地区
14・15日北条、瀬
木、奥条、市場、山
方、保示地区
21・22日小倉地区
28・29日	
大野、西之口地区

常滑市観光案内所
0569-34-8888

瑞龍寺しだれ桜まつり 15日まで
瑞龍寺（豊田市）

いなぶ観光協会
0565-83-3200

8 日 家康行列 市内主要道路、	
殿橋下流乙川左岸

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

八社神社例祭 八社神社 知多市観光協会
0562-33-3151

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

14 土 岡田春まつり 15日まで
岡田神明社

知多市観光協会
0562-33-3151

せと陶祖まつり 15日まで
中心市街地一帯

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
0561-85-2730

たけとよ春祭り 15日まで
長尾地区

武豊町企画政策課
0569-72-1111

松平春まつり 15日まで
松平地区・松平郷

豊田市観光協会
0565-34-6642

半田春の山車まつり

14・15日	
上半田、岩滑、岩滑
新田、成岩、西成
岩、板山地区
21・22日	
下半田地区

半田市観光協会
0569-32-3264

20 金 いなざわ植木まつり
29日まで
国府宮神社境内お
よび参道、稲沢市
総合文化センター

稲沢市農務課
0587-32-1111

五万石ふじまつり 5月5日まで
岡崎公園

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

広藤園藤まつり 5月6日まで
広藤園

碧南市観光協会
0566-41-3311

21 土 東浦町於大まつり
※雨天時22日
於大のみち、	
於大公園、乾坤院

東浦町於大まつり推進協議会
0562-83-3111

江南藤まつり 5月6日まで
曼陀羅寺公園

江南藤まつり運営協議会
0587-54-1111

五月人形展 5月13日まで
二川宿本陣資料館（豊橋市）

二川宿本陣資料館
0532-41-8580

22 日 石刀まつり 石刀神社（一宮市） 石刀神社0586-73-5221

26 木 尾張津島藤まつり 5月6日まで
天王川公園

津島市観光協会
0567-28-8051

27 金 史跡八橋かきつばたまつり 5月26日まで
八橋かきつばた園（無量寺）

知立市観光協会
0566-83-1111

28 土 常滑クラフトフェスタ2012 29日まで
旧常滑高校（常滑市）

常滑商工会
0569-34-3200

一宮つつじ祭 29日まで
浅野公園

一宮市観光協会
0586-28-9131

はんだ蔵のまち端午の節句 5月6日まで
半田運河周辺

半田市観光協会
0569-32-3264

大倉公園つつじまつり 29日まで
大倉公園、桃山公園

大府市商工労政課
0562-47-2111

森津の藤まつり 29日まで
森津の藤

弥富市歴史民俗資料館
0567-65-4355

29日祝 どーだん!!香恋の里鯉恋まつり 下山支所駐車場
（豊田市）

香恋の里しもやま観光協会
0565-90-2530

4月上旬 つつじまつり 5月上旬まで
向山緑地内向山大池周辺

豊橋市商業観光課
0532-51-2430

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

1 木 梅花まつり（川売地区） 31日まで
新城市海老

新城市観光協会
0536-32-0022

春の犬山キャンペーン 5月31日まで
犬山市全域

犬山観光案内所
0568-61-6000

3 土 いなざわ梅まつり 4日まで
愛知県植木センター

稲沢市観光協会
0587-22-1414

花祭り（布川地区） 4日まで
布川集会所

東栄町経済課
0536-76-1812

4 日 スキー場感謝祭 茶臼山高原スキー場
（豊根村）

茶臼山高原スキー場
0536-87-2345

9 金
マラソンフェスティバル
ナゴヤ愛知2012

11日まで
ナゴヤドーム、他
（名古屋市）

マラソンフェスティバル
ナゴヤ愛知実行委員会
052-201-1560

11 日 大縣神社　豊年祭 大縣神社（犬山市） 大縣神社0568-67-1017

ねはん会 乾坤院 東浦町観光協会
0562-83-3111

オコワ祭 勝幡神社　ほか 愛西市社会教育課
0567-37-0231

15 木 すいとぴあ江南さくら祭り 4月5日まで
すいとぴあ江南

すいとぴあ江南
0587-53-1111

17 土
信長の台所歴史検定

「津島の達人」 津島商工会議所 津島商工会議所
0567-28-2800

観光交流フェア ラグーナ蒲郡フェスティ
バルマーケット周辺

蒲郡市観光課
0533-66-1120

旅まつり名古屋2012
～旅と宿と人のふれあい～

18日まで
久屋大通公園
久屋広場（名古屋市）

旅まつり名古屋実行委員会
052-202-1145

半田春の山車まつり 18日まで
乙川地区

半田市観光協会
0569-32-3264

つくばの里　梅まつり 20日まで
最光院梅園（豊田市）

旭観光協会
0565-68-3653

桜まつり
4月8日まで
安城公園・城山公園・
日の出公園

安城市観光協会
0566-71-2235

旧暦で飾るひなまつり
4月15日まで
どんぐり工房および稲武
商店街周辺（豊田市）

いなぶ観光協会	
0565-83-3200

フラワーフェスティバル 5月6日まで
デンパーク園内

安城産業文化公園デンパーク
0566-92-7111

What's an Icon of Style？
時代を彩るファッション

5月27日まで
名古屋ボストン美術館
（名古屋市）

名古屋ボストン美術館
052-684-0101

18 日 涅槃会 野間大坊（美浜町） 野間大坊0569-87-0050

19 月 大池公園桜まつり 4月8日まで※催事は4月1日
大池公園

東海市観光協会
0562-32-5149

三好公園桜まつり 4月8日まで
三好公園

みよし市みどりの推進課
0561-32-8024

20 火祝 豊川いなり寿司フェスタ 豊川稲荷 豊川市観光協会
0533-89-2206

チューリップフェア
閉花次第終了
サンテパルクたはら
（田原市）

サンテパルクたはら
0531-25-1234

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

22 木 新城さくらまつり 4月15日まで
桜淵公園

新城市観光協会
0536-32-0022

23 金 豊川市桜まつり
4月8日まで
諏訪の桜トンネル周辺・
佐奈川堤・音羽川堤

豊川市観光協会
0533-89-2206

24 土
愛・パーク開園3周年 
記念イベント

瀬戸万博記念公園
「愛・パーク」

瀬戸市まるっとミュージアム	
・観光協会
0561-85-2730

常滑春の山車まつり
24・25日坂井地区
31日・4月1日多屋、
大谷、小鈴谷地区

常滑市観光案内所
0569-34-8888

矢田のおかげん 25日まで
養寿寺

西尾市観光協会
0563-56-2111

奥山田のしだれ桜
4月3日まで
奥山田町
※ライトアップは開花状況によります

岡崎市観光課・観光協会
0564-23-6216・6217

桜まつり 4月8日まで
明石公園など市内4ヵ所

碧南市観光協会
0566-41-3311

刈谷桜まつり 4月8日まで
亀城公園、洲原公園

刈谷市観光協会
0566-23-4100

西尾みどり川桜まつり 4月8日まで
中心市街地一帯

西尾市観光協会
0563-56-2111

さくらまつり 4月9日まで
桃山公園

大府市観光協会
0562-47-2111

トヨタコレクション企画展
5月6日まで
トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館（名古屋市）

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館
052-551-6189

25 日 日間賀島さわやかジョギング大会 日間賀島内
（南知多町）

日間賀島ジョギング大会事務局
0569-65-2880

一宮桜まつり
4月10日まで
木曽川堤、大江川
河畔ほか

一宮市観光協会
0586-28-9131

26 月 滝頭桜まつり 4月8日まで
滝頭公園（田原市）

渥美半島観光ビューロー
0531-23-3516

28 水 千本桜ライトアップ 4月10日まで
高浜市内・大山緑地

高浜まちづくり協議会
0566-87-9112

29 木 水源桜まつり
4月15日まで
水源公園一帯	
（豊田市）

NPO法人矢作川と三河
武士フォーラム
0565-88-8111

花まつり 6月17日まで
鶴舞公園

名古屋市緑化センター
052-733-8340

31 土 たけとよ春祭り 4月1日まで
富貴地区

武豊町企画政策課
0569-72-1111

城山公園さくらまつり 4月8日まで
城山公園一帯

尾張旭市観光協会
0561-52-6500

風流お花見船 4月8日まで
木曽川犬山橋

犬山観光案内所
0568-61-6000

お花見人力車 4月1・7・8日
木曽川遊歩道

犬山観光案内所
0568-61-6000

3月下旬 豊橋さくらまつり
4月中旬まで
向山緑地・岩屋緑地・
豊橋公園

豊橋市商業観光課
0532-51-2430

桃太郎さくらまつり 4月上旬まで
桃太郎公園

犬山観光案内所
0568-61-6000

山崎川四季の道の桜 4月上旬まで
山崎川四季の道（名古屋市）

瑞穂土木事務所
052-831-6161

※梅・桜などの祭り期間は、開花・閉花状況により前後します。






