ハレ

3と8が付く日曜

の日！

一宮市が賑わう

まちの宮市

定期開催イベントも！
詳しくチェック

●まちのみやいち

t070-5641-1188

（杜の宮市準備委員会）

アートやクラフト、フード・ドリ
ンク、ワークショップなどのブー
スが80店ほど出店。ストリート K真清田神社鳥居付近～宮前三八広場、本町
で開催されるミニライブ演奏も！ 通1～4丁目 J11～16時

夏6

Summer

7月下旬

コスプレ
パレード

木曜～ 7月最終日曜の4日間

おりもの感謝祭
一宮七夕まつり

「一宮七夕まつり」で人
気のイベント。アニメや
ゲームのキャラクターに
なりきったコスプレイヤ
ーたちが、ズラリと行列
を作り練り歩く。

t0586-28-9131

日本三大七夕まつりに数えられ、一宮市の織物業の K一宮市本町商
繁栄を願う祭り。本町商店街や真清田神社が吹流 店街、JR尾張一
し飾りで彩られ、100万人を超える人出で賑わう。 宮 駅・名 鉄 一 宮
盆踊りや和太鼓演奏、ダンスコンテストなども。
駅など

K一宮市本町
商店街周辺
J17～18時

12月上旬～12月24日

ホワイト
イルミネーション

2月3日

真清田神社
節分祭

●ほわいといるみねーしょん

t0586-62-9111（ホワイトイルミネーション実行委員会）
尾西庁舎の西側、約270ｍの市道の街路樹が色とり
どりに電飾される。煌めくイルミネーションのトン
ネルや光り輝く街路樹がとてもキレイ。

●ますみだじんじゃ
せつぶんさい

t0586-73-5196

（真清田神社）

豆をまき、鬼を払い、福を呼び込む神事。大 K 一 宮 市 真 清 田
厄の男女20名とともに本殿でお祓いした後、 1-2-1 真清田神
11時より3回に分け舞台より豆まきが行われる。 社 J10時～

K一宮市東五城字備前12 尾西庁舎 西側市道 J17～21時

2月中旬

総合展「THE 尾州」
●そうごうてん「ざ びしゅう」

t0586-46-1361

（一宮地場産業ファッションデザインセンター）

日本一の毛織物産地
である「尾州」の情
報を発信するさまざま
コンテンツを用 意す
る。また、一宮市の
地場産品をPRするコ
ーナーなども。
K一宮市光明寺字白山
前20 一宮市総合体育
館 J10～17時
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11月中旬～
1月31日

冬の七夕
カーニバル

～一宮イルミネーション～

●ふゆのたなばたかーにばる～いちのみやいるみねーしょん～

t0586-72-4611（一宮商工会議所）
「冬の七夕」をテーマに、織姫と彦星をイメージしたイルミネ
ーションを展開。夜の駅前やぎんざ通りでロマンチックな光の
世界を描く。 KJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺 J17～24時

●おおえがわさくらまつり

t0586-73-5221

（当日連絡先：一宮商工会議所）

70種類以上、約8000本のアジ
サイが御裳
（みも）
神社を彩る。
アジサイが浮かぶ手水舎も人 K一宮市三条字宮西1145 御裳神
気のポイント。和太鼓や剣詩 社 J10～16時（ライトアップは19
舞などの披露も行われる。
～21時）

大江川桜まつり

（石刀神社社務所）

t0586-72-4611

t0586-62-9111

3月下旬～4月上旬

石刀祭 ●いわとまつり

●ひつじさみっとびしゅう

●びさいあじさいまつり

K濃尾大橋北 木曽川
河畔 J19時30分～

4月19日以降の最初の日曜

ひつじ
サミット尾州

尾西あじさい
まつり
（尾西あじさいまつり実行委員会）

K一宮市萩原町萩原下町 萩原商店街
J9～17時

6月5・6日

6月上旬の土・日曜

t0586-28-9131（一宮市観光協会）
木曽川を舞台に幅
約200ｍの逆ナイア
ガラやスターマイン
など、多彩な花火
が登場する。
なかでも
東海エリア最大級
の二尺玉は圧巻！

t0586-28-9131（一宮市観光協会）
全国より選抜されたチンドンマ
ンが一堂に集結。ステージや商
店街でユニークなパフォーマン
スを披露して、衣裳や演技、口
上などを競い合う。秋には素人
チンドン祭りも開催される。

t0586-72-4611

（おりもの感謝祭一宮七夕まつり協進会事務局）

濃尾大花火 ●のうびだいはなび

●ぜんこくせんばつちんどんまつり

（一宮商工会議所）

●おりものかんしゃさいいちのみやたなばたまつり

8月14日

全国選抜
チンドン祭り

～8月

●こすぷれぱれーど

動画もチェック

5月第4日曜

ウール生地の一大産地・尾
州の魅力を発信。工場見学
やワークショップで尾州を
体感できるほか、キッチン
カーや限定ショップも登場。

詳しくチェック

●とうかさい

t0586-73-5196

（真清田神社）

真清田神社の例大祭で、
桃の節句にちなんだ除
災招福の祭り。飾り馬
が練り出し、稚児行列
や一宮消防音楽隊も加
わる神輿巡幸は必見。

K一宮市真清田1-2-1 真
清田神社 J9～16時

春3

S p r in g

～5月

t0586-28-9131
市を南北に流れる大江川の両岸
に、約330本のソメイヨシノが
咲き誇る。川面に映える満開の
桜はもちろん、夜間のライトア
ップも幻想的で素晴らしい。

動画もチェック

K一宮市桜3丁目～大江3丁目
Jライトアップは18～21時

冬12 2

秋 9 11

A u ta m n

Win t e r

～

桃花祭

（一宮市観光協会）

石刀神社の例祭で、からく
り人形と献馬が奉納される。
からくりの見事な妙技は3基
の山車で披露。祭礼は県指
定無形民俗文化財。
K一宮市今伊勢町馬寄石刀2 石
刀神社 J14時～17時30分

K一宮市～羽島市を中心とし
た尾州産地

4月3日

～

月

イルミネーションの

月

動画もチェック

11月中旬～ 12月25日

ツインアーチの
メリークリスマス
●ついんあーちのめりーくりすます

t0586-51-7105（国営木曽三川公園 138タワーパーク）
園内を幻想的な電飾で彩る。展望 K一宮市光明寺字浦
タワーの展望階より眼下に望む 崎21-3 国営木曽三
光景も素晴らしい。1月にはニュ 川公園 138タワー
ーイヤーイルミネーションも！
パーク J17～21時

11月中旬～下旬

もみじまつり ●もみじまつり
t0586-62-9711

（一宮市尾西歴史民俗資料館）

K一宮市起字下町

起宿脇本陣と船庄屋を務めた旧林家住宅の庭 211 旧林家住宅
園の紅葉が見頃に。見事な庭園を愛でながら、J9時～16時30分
演奏会や茶席などが楽しめる催事が行われる。（入館は～16時）

10月第4日曜

甘酒祭 ●あまざけまつり

t0586-28-9131（一宮市観光協会）
起源は大永年間（1521～28）にまで遡
るという歴史ある豊年祭。神田で収穫さ
れた米で作った麹で甘酒を仕込み、振る
舞い、八幡社に奉納される。
K一宮市丹陽町重吉北屋敷350 八幡社
J10時～16時30分

10月の1カ月間

一宮だいだい
フェスタ大集合
for Halloween
●いちのみやだいだいふぇすた
だいしゅうごう ふぉー はろうぃん

t0586-72-4611（一宮商工会議所）
一宮市内の行事・イベントと連携 K一宮市内一円
して開催。仮装パレードや衣裳コ J10～16時
ンテスト、お菓子がもらえるトリ
ックオアトリートなどを実施する。

9月中旬の日曜

一豊まつり ●かずとよまつり

t0586-87-3618（木曽川商工会）
安 土 桃 山 時 代 の 武 K一宮市木曽
将・山内一豊の生誕 川 町 黒 田 古 城
地である黒田城跡周 26-2 一宮市
辺で開催。一豊とそ 立 黒 田 小 学 校
の妻・千代による戦 周 辺 J 1 0 ～
国時代パレードが祭 16時
りのハイライト。
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