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■桃花祭
4月3日（日）
場所：真清田神社
問合せ先：真清田神社  
TEL：0586-73‐5196
■つつじ祭
4月29日（金・祝）、30日（土）
場所：浅野公園
問合せ先：一宮市観光協会
TEL：0586-28-9131
■石刀まつり
4月24日（日）
場所：石刀神社
問合せ先：一宮市観光協会
TEL：0586-28-9131
■杜の宮市
5月3日（火・祝）
場所：真清田神社境内
問合せ先：杜の宮市準備委員会
TEL：090-2265-9188
■全国選抜チンドン祭
5月22日（日）
場所：一宮市萩原商店街
問合せ先：一宮市観光協会
TEL：0586-28-9131
■花しょうぶ祭
6月4日（土）、5日（日）
場所：萬葉公園高松分園
問合せ先：一宮市観光協会
TEL：0586-28-9131
■尾西あじさいまつり
6月11日（土）、12日（日）
場所：御裳神社
問合せ先：尾西あじさいまつり実行委員会　
TEL：0586-62-9111
 138タワーパーク　TEL：0586-51-7105
■地上100メートルの階段のぼりに挑戦！
　～眼下に広がる桜並木～
4月2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）
10：00～16：00
場所：ツインアーチ１３８
参加料：（団体料金）＋保険料
※荒天中止
■大玉であそぼう
4月2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）
10：00～16：00
場所：大芝生広場
料金：無料
※雨天中止
■地上100メートルからのお花見！
開催中～4月10日（日）
場所：ツインアーチ１３８展望階
料金：展望階利用料
■木曽川堤周遊スタンプラリー
開催中～4月10日（日） 10：00～16：00
場所：138タワーパーク、フラワーパーク江南、
大野極楽寺公園
料金：無料
■「ミズリン」となかよし撮影会
4月2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）
11：00～、15：00～
会場：138タワーパーク
料金：無料
■葉栗ふれあいデー
4月2日（土） 10：00～16：00
場所：野外ステージ
料金：無料
■祝「卒業生・新入生」を応援します！
開催中～4月10日（日）
会場：ツインアーチ138
料金：無料（身分証の提示必要）
■いちのみやリバーサイドフェスティバル
5月3日（火･祝）～5日（木･祝）
会場：138タワーパーク
 一宮市博物館　TEL：0586-46-3215
■特別展「墨コレクション
　～武士のファッション・陣羽織～」
4月29日（金・祝）～6月5日（日）
9：30～17：00
料金：一般：300円 高・大：200円 小・中：100円
■企画展「硯ことはじめ」
6月18日（土）～7月31日（日） 9：30～17：00
料金：一般：200円  高・大：100円 小・中：50円
 三岸節子記念美術館      
TEL：0586-63-2892
■常設展「三岸節子　花とことば」
4月5日（火）～7月18日（月・祝）
9：00～17：00
観覧料：大人：320円  学生：210円
■せつこっこクラブ
＊4月  「みぎしでゲーム」
4月23日（土） 14：00～16：00
料金：こども無料

＊5月　「美術館たんけん」
5月28日（土） 10：00～12：00
料金：小学生無料
 一宮市尾西歴史民俗資料館      
TEL：0586-62-9711
■「開館25周年記念企画展」
4月23日（土）～5月29日（日） 9：00～17：00
料金：無料
 一宮地方総合卸売市場　　
TEL：0586-44-1119
■日曜新鮮市
4月3日（日） 7：00～10：00
5月1日（日） 7：00～10：00
7：30～　木の芽田楽の振る舞い
料金：無料（なくなり次第終了）
6月5日（日） 7：00～10：00
7：30～ 新じゃがのうま煮の振る舞い
料金：無料（なくなり次第終了）

■五条川さくらまつり
4月1日（金）～10日（日）
場所：五条川　江南市曽本町付近
問合せ先：江南市観光協会
TEL：0587-54-1111
■第46回江南藤まつり
4月16日（土）～5月5日（木・祝）
場所：曼陀羅寺公園
問合せ先：江南藤まつり運営協議会
TEL：0587-54-1111
■あじさい祭り
6月11日（土）～7月3日（日）
場所：音楽寺
料金：無料 （円空仏拝観200円）
問合せ先：江南市観光協会
TEL：0587-54-1111
■歴史と民話の地を訪ねる
5月7日（土） 13：30～
場所：常観寺、竜神社他
申込み及び問合せ先：江南市生涯学習課
TEL：0587-54-1111
 江南市民文化会館　TEL：0587-55-2321
■第39回文化祭
6月3日（金）～5日（日）
入場無料 （茶券は有料）
問合せ先：江南市生涯学習課
TEL：0587-54-1111
■桂文珍　独演会
7月10日（日） 14：00～
全席指定3,500円
問合せ先：江南市民文化会館
 すいとぴあ江南　TEL：0587-53-5111
■ホタル幼虫の放流と飛翔のご案内
4月17日（日） 10：00 ～ （雨天決行）
場所：すいとぴあ江南
■初級者テニス教室
4月3日（日）、10日（日）、17日（日）
24日（日）、29日（金・祝） 9：00～11：00
予備日　5月1日（日）、3日（火・祝）（雨天中止）
場所：すいとぴあ江南 テニスコート
料金：3,000円　（大浴場使用料を含む）
定員：24人（先着順）
■ハイキング＆スナップ教室
4月5日（火）　犬山本町通り方面
4月12日（火）　曼陀羅寺方面
9：30～15：00　※予備日4月19日（火）
場所：すいとぴあ江南 芝生広場
料金：1,000円 （大浴場使用料を含む）
定員20人（先着順）
■春の健康ヨガ教室
4月6日（水）、13日（水）、20日（水）、27日
（水）、5月4日（水・祝）、11日（水）、18日（水）、
25日（水）、6月1日（水）、8日（水）、15日（水）、
22日（水）の12日間 10：30～12：00
場所：すいとぴあ江南 2階大広間B
料金：6,000円 （1人1回500円×12回）
定員：20人（申込順）
■昆虫教室
4月24日（日） 9：30～11：00
場所：すいとぴあ江南 2階研修室A
料金：500円（材料費） 定員：25組（先着順）
■菖蒲湯
5月5日（木・祝） 11：00～21：30
場所：すいとぴあ江南 5階大浴場
大人（高校生以上）210円　小・中学生80円
（入浴料　通常の半額）
■カラオケ教室（第1期生）
5月17日（火）、31日（火）、6月14日（火）
14：00～16：00
場所：すいとぴあ江南4階カラオケルームB
料金：3,000円 （1人3回） 
定員：20人（先着順）
■ホタル教室
5月28日（土） 18：00～20：00

9月4日（日） 9：00～11：00
10月22日（土） 9：00～11：00
場所：すいとぴあ江南 2階研修室A
料金：1,000円 （1人3回） 
定員：20人（先着順）
■エンジョイガーデニング教室
6月5日（日）、6月12日（日） 9：30～12：00
場所：すいとぴあ江南 2階研修室A
花壇・ガレージ
料金：2,000円（材料費） 
定員：30人（先着順）
■すいとぴあYUYUウォーキング
4月2日（土）、16日（土） 9：00～12：00
5月7日（土）、21日（土） 9：00～12：00
6月4日（土）、18日（土） 8：00～11：00
雨天中止
場所：すいとぴあ江南 芝生広場
■野菜朝市
4月10日（日）、24日（日）、5月8日（日）、22日
（日）、6月12日（日）、26日（日）
7：00～（売り切れ次第終了）
場所：すいとぴあ江南 正面玄関前
■七夕まつり
7月1日（金）～7日（木） 
6月13日（月）～ 短冊に願い事を書いていた
だきます。
場所：すいとぴあ江南 1階エントランスホール
■鯉のぼり設置
3月中旬～5月11日（水） 
場所：すいとぴあ江南
■花菖蒲咲くすいとぴあ江南
6月上旬頃
場所：すいとぴあ江南
 フラワーパーク江南　TEL：0587-57-2240
■さくら祭り
3月19日（土）～4月10日（日）
■木曽川堤周遊スタンプラリー
3月19日（土）～4月10日（日）
料金：無料
■さくら茶とクッキーでお茶しよう！
4月3日（日） ①11：00～ ②14：00～
（各回15分前に整理券を配布）
場所：クリスタルフラワー
料金：無料　定員：各回先着100名
■子供の縁日
4月9日（土） 15：00～16：00（受付時間）
場所：クリスタルフラワー及びその周辺
料金：無料
■花の種のプレゼント
4月9日（土）、10日（日） 各日9：30～
場所：クリスタルフラワー
料金：無料　定員：各回先着100名
■春のガーデンパーティ
4月23日（土）～5月29日（日）

■いなざわ植木まつり
4月17日（日）～29日（金・祝） 
9：30～17：00
場所：国府宮神社参道
問合せ先：稲沢市農務課　
TEL：0587-32-1111
■稲沢桜まつり
メイン行事4月3日（日） 夜桜照明：開催中～
（開花状況に応じて終了）
場所：国府宮神社参道
問合せ先：稲沢桜まつり実行委員会
TEL：0587-21-0502（稲沢商工会議所内）
■平和さくらまつり
桜メイン行事4月2日（土） 平和町体育館
ライトアップ：3月22日（火）～（開花状況に応じて終了）
場所：日光川桜づつみ・須ケ谷川桜づつみ
問合せ先：へいわさくらまつり実行委員会事務
局 TEL：0567-46-0031（平和町商工会内）
■稲沢あじさいまつり
6月上旬～中旬
場所：大塚性海寺歴史公園・性海寺
問合せ先：稲沢市商工観光課  
TEL：0587-32-1111
■馬まつり（梅酒盛神事）
5月6日（金） 10：00～
場所：国府宮神社
問合せ先：国府宮社務所  
TEL：0587-23-2121
■お田植えまつり
6月26日（日） 10：00～
場所：国府宮神社
問合せ先：国府宮社務所 
TEL：0587-23-2121

■犬山お城まつり
3月21日（月・祝）～4月3日（日）

問合せ先：犬山観光案内所
TEL：0568-61-6000
■犬山祭
4月2日（土）～3日（日）
場所：犬山城下町
問合せ先：
犬山観光案内所
TEL：0568-61-6000
■桃太郎さくらまつり
3月下旬～4月上旬
場所：桃太郎公園内
問合せ先：レストラン桃太郎
TEL：0568-61-1576
■桃太郎まつり
5月5日（木・祝）
場所：桃太郎神社内
問合せ先：レストラン桃太郎
TEL：0568-61-1576
■木曽川うかい
6月1日（水）～10月15日（土）
問合せ先：木曽川観光（株）
TEL：0568-61-0057

■犬山踊芸祭
6月4日（土）、5日（日）
場所：犬山駅周辺　メイン：石作公園
問合せ先：実行委員（田中）
TEL：090-8070-5143

 扶桑文化会館　　
TEL：0587-93-9000
■春風亭小朝独演会
5月15日（日） 14：00開演
Ｓ席3,500円　Ａ席3,000円（全席指定）
■第23回ふそう文化大学　①「青島広志」
6月12 日（日） 14：00開演
5,000円（全自由席）※①～④全４回の通し
券です（②③④は7月以降に開催）

■各務原市桜まつり「20万人の広場」
4月2日（土）、3日（日）
場所：各務原市民公園周辺
（那加門前町、新境川堤一帯）
問合せ先：桜まつり実行委員会事務局  
TEL：058-383-9925

■2011かかみがはらフードフェスティバル
4月9日（土）、4月10日（日）
場所：各務原市民公園周辺（那加門前町）
問合せ先：各務原市フードフェスティバル事務局
TEL：058-383-9912
■第7回 竹の子まつり
5月14日（土）
場所：各務野自然遺産の森（各務字車洞）
問合せ先：各務原市 水と緑推進課
TEL： 058-383-1533
■新緑フェスタ2011
6月4日（土）
場所：学びの森（那加雲雀町）
問合せ先：各務原市子育て支援課
TEL：058-383-1555
 アクア･トトぎふ　 TEL：0586-89-8200
■マンスリー水そう
4月中　テーマ：ダイヤモンド
5月中　テーマ：新緑
6月中　テーマ：イクメン
料金：入館料のみ
■＜特別企画展示＞アマゾンの扉を開く 
　～小さなナマズ コリドラスを探して～
開催中～5月31日（火）
料金：入館料のみ
■GWイベント「アクア・トトGW」
4月29日（金･祝）～5月8日（日）
料金：入館料のみ
 河川環境楽園　TEL：0586-89-7022
自然発見館・木曽川水園
『ネイチャーイベント』

■春の小さな壁掛けづくり（予約不要）
4月1日（金）、4日（月）、5日（火）
13：00～15：00
料金：400円（１作品）
定員：先着30名
（当日期間中随時受付）
■バードコールづくり（予約不要）
4月23日（土）、24日（日）、5月3日（火・祝）、
4日（水・祝）、5日（木・祝）
10：00～12：00、13：00～15：00
料金：500円（１作品）
定員：先着100名（当日期間中随時受付）
■土のオカリナづくり（予約不要）
4月29日（金・祝）、30日（土）、5月1日（日）
10：00～12：00、
13：00～15：00
料金：700円（１作品）
定員：先着50名
（当日期間中随時受付）
■野鳥バッジづくり（予約不要）
5月3日（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）
10：00～12：00、
13：00～15：00
料金：600円
（１作品）
定員：先着50名
（当日期間中
随時受付）
■木舟遊覧
10：00～17：00　
※平日は11：00～　※休憩12：00～13：00
料金：大人300円
（高校生以上）　
小人100円
（3歳～中学生）
※2歳までは
　無料です
■春の楽園祭 in 川島
4月16日（土）～5月15日（日）
※詳細はホームページ参照
http://kisosansenkoen.go.jp

■美濃竹鼻ふじまつり
4月下旬～5月上旬
場所：竹鼻別院
問合せ先：羽島市観光協会
TEL：058-392-9943
■美濃竹鼻まつり
5月3日（火・祝）
場所：竹鼻商店街一円
問合せ先：羽島市観光協会
TEL：058-392-9943
 羽島市文化センター　 
TEL：058-393-2231      
※平成23年2月11日現在
■NHK公開録画
「みんなDEどーもくん！」
6月5日（日）  開演 （未定）
会場：スカイホール
料金：無料（事前申込が必要）
■はしま寄席
「春風亭小朝・林家たい平　二人会」
6月18日（土） 18：30開演
会場：スカイホール
料金：S指定席2,500円
A指定席2,000円　（当日同額･税込）

４～６月はイベントがありません。

■笠松春まつり
開催中～4月10日（日）
場所：奈良津堤一帯本町通り外
問合せ先：かさまつまちづくりイベント実行委員
会 TEL：058-388-1114
 歴史民俗資料館　 TEL：058-388-0161
■企画展  松本　五竹 ～書画の卓逸者～
4月5日（火）～5月8日（日）
料金：無料
■私のコレクション「中世のかさまつ物語」
（ふるさとの語り部　大竹庸元様）
6月7日（火）～26日（日）
料金：無料
■講演会　美濃・尾張の念仏宗の源流
（ふるさとの語り部　大竹庸元様）
6月25日（土）
料金：無料

一宮市三条字郷内西43-1

☎0586-28-8638（三条ポンプ場）
☎0586-28-8635（三条緑地）
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4月2日（土） 10：00～16：00
場所：野外ステージ
料金：無料
■祝「卒業生・新入生」を応援します！
開催中～4月10日（日）
会場：ツインアーチ138
料金：無料（身分証の提示必要）
■いちのみやリバーサイドフェスティバル
5月3日（火･祝）～5日（木･祝）
会場：138タワーパーク
 一宮市博物館　TEL：0586-46-3215
■特別展「墨コレクション
　～武士のファッション・陣羽織～」
4月29日（金・祝）～6月5日（日）
9：30～17：00
料金：一般：300円 高・大：200円 小・中：100円
■企画展「硯ことはじめ」
6月18日（土）～7月31日（日） 9：30～17：00
料金：一般：200円  高・大：100円 小・中：50円
 三岸節子記念美術館      
TEL：0586-63-2892
■常設展「三岸節子　花とことば」
4月5日（火）～7月18日（月・祝）
9：00～17：00
観覧料：大人：320円  学生：210円
■せつこっこクラブ
＊4月  「みぎしでゲーム」
4月23日（土） 14：00～16：00
料金：こども無料

＊5月　「美術館たんけん」
5月28日（土） 10：00～12：00
料金：小学生無料
 一宮市尾西歴史民俗資料館      
TEL：0586-62-9711
■「開館25周年記念企画展」
4月23日（土）～5月29日（日） 9：00～17：00
料金：無料
 一宮地方総合卸売市場　　
TEL：0586-44-1119
■日曜新鮮市
4月3日（日） 7：00～10：00
5月1日（日） 7：00～10：00
7：30～　木の芽田楽の振る舞い
料金：無料（なくなり次第終了）
6月5日（日） 7：00～10：00
7：30～ 新じゃがのうま煮の振る舞い
料金：無料（なくなり次第終了）

■五条川さくらまつり
4月1日（金）～10日（日）
場所：五条川　江南市曽本町付近
問合せ先：江南市観光協会
TEL：0587-54-1111
■第46回江南藤まつり
4月16日（土）～5月5日（木・祝）
場所：曼陀羅寺公園
問合せ先：江南藤まつり運営協議会
TEL：0587-54-1111
■あじさい祭り
6月11日（土）～7月3日（日）
場所：音楽寺
料金：無料 （円空仏拝観200円）
問合せ先：江南市観光協会
TEL：0587-54-1111
■歴史と民話の地を訪ねる
5月7日（土） 13：30～
場所：常観寺、竜神社他
申込み及び問合せ先：江南市生涯学習課
TEL：0587-54-1111
 江南市民文化会館　TEL：0587-55-2321
■第39回文化祭
6月3日（金）～5日（日）
入場無料 （茶券は有料）
問合せ先：江南市生涯学習課
TEL：0587-54-1111
■桂文珍　独演会
7月10日（日） 14：00～
全席指定3,500円
問合せ先：江南市民文化会館
 すいとぴあ江南　TEL：0587-53-5111
■ホタル幼虫の放流と飛翔のご案内
4月17日（日） 10：00 ～ （雨天決行）
場所：すいとぴあ江南
■初級者テニス教室
4月3日（日）、10日（日）、17日（日）
24日（日）、29日（金・祝） 9：00～11：00
予備日　5月1日（日）、3日（火・祝）（雨天中止）
場所：すいとぴあ江南 テニスコート
料金：3,000円　（大浴場使用料を含む）
定員：24人（先着順）
■ハイキング＆スナップ教室
4月5日（火）　犬山本町通り方面
4月12日（火）　曼陀羅寺方面
9：30～15：00　※予備日4月19日（火）
場所：すいとぴあ江南 芝生広場
料金：1,000円 （大浴場使用料を含む）
定員20人（先着順）
■春の健康ヨガ教室
4月6日（水）、13日（水）、20日（水）、27日
（水）、5月4日（水・祝）、11日（水）、18日（水）、
25日（水）、6月1日（水）、8日（水）、15日（水）、
22日（水）の12日間 10：30～12：00
場所：すいとぴあ江南 2階大広間B
料金：6,000円 （1人1回500円×12回）
定員：20人（申込順）
■昆虫教室
4月24日（日） 9：30～11：00
場所：すいとぴあ江南 2階研修室A
料金：500円（材料費） 定員：25組（先着順）
■菖蒲湯
5月5日（木・祝） 11：00～21：30
場所：すいとぴあ江南 5階大浴場
大人（高校生以上）210円　小・中学生80円
（入浴料　通常の半額）
■カラオケ教室（第1期生）
5月17日（火）、31日（火）、6月14日（火）
14：00～16：00
場所：すいとぴあ江南4階カラオケルームB
料金：3,000円 （1人3回） 
定員：20人（先着順）
■ホタル教室
5月28日（土） 18：00～20：00

9月4日（日） 9：00～11：00
10月22日（土） 9：00～11：00
場所：すいとぴあ江南 2階研修室A
料金：1,000円 （1人3回） 
定員：20人（先着順）
■エンジョイガーデニング教室
6月5日（日）、6月12日（日） 9：30～12：00
場所：すいとぴあ江南 2階研修室A
花壇・ガレージ
料金：2,000円（材料費） 
定員：30人（先着順）
■すいとぴあYUYUウォーキング
4月2日（土）、16日（土） 9：00～12：00
5月7日（土）、21日（土） 9：00～12：00
6月4日（土）、18日（土） 8：00～11：00
雨天中止
場所：すいとぴあ江南 芝生広場
■野菜朝市
4月10日（日）、24日（日）、5月8日（日）、22日
（日）、6月12日（日）、26日（日）
7：00～（売り切れ次第終了）
場所：すいとぴあ江南 正面玄関前
■七夕まつり
7月1日（金）～7日（木） 
6月13日（月）～ 短冊に願い事を書いていた
だきます。
場所：すいとぴあ江南 1階エントランスホール
■鯉のぼり設置
3月中旬～5月11日（水） 
場所：すいとぴあ江南
■花菖蒲咲くすいとぴあ江南
6月上旬頃
場所：すいとぴあ江南
 フラワーパーク江南　TEL：0587-57-2240
■さくら祭り
3月19日（土）～4月10日（日）
■木曽川堤周遊スタンプラリー
3月19日（土）～4月10日（日）
料金：無料
■さくら茶とクッキーでお茶しよう！
4月3日（日） ①11：00～ ②14：00～
（各回15分前に整理券を配布）
場所：クリスタルフラワー
料金：無料　定員：各回先着100名
■子供の縁日
4月9日（土） 15：00～16：00（受付時間）
場所：クリスタルフラワー及びその周辺
料金：無料
■花の種のプレゼント
4月9日（土）、10日（日） 各日9：30～
場所：クリスタルフラワー
料金：無料　定員：各回先着100名
■春のガーデンパーティ
4月23日（土）～5月29日（日）

■いなざわ植木まつり
4月17日（日）～29日（金・祝） 
9：30～17：00
場所：国府宮神社参道
問合せ先：稲沢市農務課　
TEL：0587-32-1111
■稲沢桜まつり
メイン行事4月3日（日） 夜桜照明：開催中～
（開花状況に応じて終了）
場所：国府宮神社参道
問合せ先：稲沢桜まつり実行委員会
TEL：0587-21-0502（稲沢商工会議所内）
■平和さくらまつり
桜メイン行事4月2日（土） 平和町体育館
ライトアップ：3月22日（火）～（開花状況に応じて終了）
場所：日光川桜づつみ・須ケ谷川桜づつみ
問合せ先：へいわさくらまつり実行委員会事務
局 TEL：0567-46-0031（平和町商工会内）
■稲沢あじさいまつり
6月上旬～中旬
場所：大塚性海寺歴史公園・性海寺
問合せ先：稲沢市商工観光課  
TEL：0587-32-1111
■馬まつり（梅酒盛神事）
5月6日（金） 10：00～
場所：国府宮神社
問合せ先：国府宮社務所  
TEL：0587-23-2121
■お田植えまつり
6月26日（日） 10：00～
場所：国府宮神社
問合せ先：国府宮社務所 
TEL：0587-23-2121

■犬山お城まつり
3月21日（月・祝）～4月3日（日）

問合せ先：犬山観光案内所
TEL：0568-61-6000
■犬山祭
4月2日（土）～3日（日）
場所：犬山城下町
問合せ先：
犬山観光案内所
TEL：0568-61-6000
■桃太郎さくらまつり
3月下旬～4月上旬
場所：桃太郎公園内
問合せ先：レストラン桃太郎
TEL：0568-61-1576
■桃太郎まつり
5月5日（木・祝）
場所：桃太郎神社内
問合せ先：レストラン桃太郎
TEL：0568-61-1576
■木曽川うかい
6月1日（水）～10月15日（土）
問合せ先：木曽川観光（株）
TEL：0568-61-0057

■犬山踊芸祭
6月4日（土）、5日（日）
場所：犬山駅周辺　メイン：石作公園
問合せ先：実行委員（田中）
TEL：090-8070-5143

 扶桑文化会館　　
TEL：0587-93-9000
■春風亭小朝独演会
5月15日（日） 14：00開演
Ｓ席3,500円　Ａ席3,000円（全席指定）
■第23回ふそう文化大学　①「青島広志」
6月12 日（日） 14：00開演
5,000円（全自由席）※①～④全４回の通し
券です（②③④は7月以降に開催）

■各務原市桜まつり「20万人の広場」
4月2日（土）、3日（日）
場所：各務原市民公園周辺
（那加門前町、新境川堤一帯）
問合せ先：桜まつり実行委員会事務局  
TEL：058-383-9925

■2011かかみがはらフードフェスティバル
4月9日（土）、4月10日（日）
場所：各務原市民公園周辺（那加門前町）
問合せ先：各務原市フードフェスティバル事務局
TEL：058-383-9912
■第7回 竹の子まつり
5月14日（土）
場所：各務野自然遺産の森（各務字車洞）
問合せ先：各務原市 水と緑推進課
TEL： 058-383-1533
■新緑フェスタ2011
6月4日（土）
場所：学びの森（那加雲雀町）
問合せ先：各務原市子育て支援課
TEL：058-383-1555
 アクア･トトぎふ　 TEL：0586-89-8200
■マンスリー水そう
4月中　テーマ：ダイヤモンド
5月中　テーマ：新緑
6月中　テーマ：イクメン
料金：入館料のみ
■＜特別企画展示＞アマゾンの扉を開く 
　～小さなナマズ コリドラスを探して～
開催中～5月31日（火）
料金：入館料のみ
■GWイベント「アクア・トトGW」
4月29日（金･祝）～5月8日（日）
料金：入館料のみ
 河川環境楽園　TEL：0586-89-7022
自然発見館・木曽川水園
『ネイチャーイベント』

■春の小さな壁掛けづくり（予約不要）
4月1日（金）、4日（月）、5日（火）
13：00～15：00
料金：400円（１作品）
定員：先着30名
（当日期間中随時受付）
■バードコールづくり（予約不要）
4月23日（土）、24日（日）、5月3日（火・祝）、
4日（水・祝）、5日（木・祝）
10：00～12：00、13：00～15：00
料金：500円（１作品）
定員：先着100名（当日期間中随時受付）
■土のオカリナづくり（予約不要）
4月29日（金・祝）、30日（土）、5月1日（日）
10：00～12：00、
13：00～15：00
料金：700円（１作品）
定員：先着50名
（当日期間中随時受付）
■野鳥バッジづくり（予約不要）
5月3日（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）
10：00～12：00、
13：00～15：00
料金：600円
（１作品）
定員：先着50名
（当日期間中
随時受付）
■木舟遊覧
10：00～17：00　
※平日は11：00～　※休憩12：00～13：00
料金：大人300円
（高校生以上）　
小人100円
（3歳～中学生）
※2歳までは
　無料です
■春の楽園祭 in 川島
4月16日（土）～5月15日（日）
※詳細はホームページ参照
http://kisosansenkoen.go.jp

■美濃竹鼻ふじまつり
4月下旬～5月上旬
場所：竹鼻別院
問合せ先：羽島市観光協会
TEL：058-392-9943
■美濃竹鼻まつり
5月3日（火・祝）
場所：竹鼻商店街一円
問合せ先：羽島市観光協会
TEL：058-392-9943
 羽島市文化センター　 
TEL：058-393-2231      
※平成23年2月11日現在
■NHK公開録画
「みんなDEどーもくん！」
6月5日（日）  開演 （未定）
会場：スカイホール
料金：無料（事前申込が必要）
■はしま寄席
「春風亭小朝・林家たい平　二人会」
6月18日（土） 18：30開演
会場：スカイホール
料金：S指定席2,500円
A指定席2,000円　（当日同額･税込）

４～６月はイベントがありません。

■笠松春まつり
開催中～4月10日（日）
場所：奈良津堤一帯本町通り外
問合せ先：かさまつまちづくりイベント実行委員
会 TEL：058-388-1114
 歴史民俗資料館　 TEL：058-388-0161
■企画展  松本　五竹 ～書画の卓逸者～
4月5日（火）～5月8日（日）
料金：無料
■私のコレクション「中世のかさまつ物語」
（ふるさとの語り部　大竹庸元様）
6月7日（火）～26日（日）
料金：無料
■講演会　美濃・尾張の念仏宗の源流
（ふるさとの語り部　大竹庸元様）
6月25日（土）
料金：無料

一宮市三条字郷内西43-1

☎0586-28-8638（三条ポンプ場）
☎0586-28-8635（三条緑地）
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