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協議会について

　山車まつりは、世界に誇る愛知県の伝統文化であり、祭

人の気概と心意気をもって行われてきた地域の元気の源、

地域の宝です。

　とりわけ愛知県は、「ものづくりあいち」につながる、精

巧なからくり人形を載せた山車が集中するなど、全国有数

の山車まつりが所在する地域です。

　この山車まつりの魅力を引き出し、さらなる発展を目指

すために、「あいち山車まつり日本一協議会」を設立いたし

ました。

　保存団体、市町村、県が一体となり、山車まつりの保存・

継承を図るとともに、山車文化を広く発信しています。
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山車まつりとは

山車とは

山車まつりとは

　地域の人々が災
さい

厄
やく

防
ぼう

除
じょ

等を願って行う山車等の巡行を伴う祭礼行事です。

　まつりに迎えた神の依
よ

り代
しろ

であり、神を囃
はや

す役割を担う山車等は、各地域の伝統工芸・

技術の粋をこらした彫刻・金工・織物等で飾り付けされています。

　祭礼にあたり地域の人々は、年間を通じ、山車等の巡行に向けた準備や練習に取組んで

おり、これらを通して世代間の交流が盛んに行われることで、地域コミュニティの形成の

一端を担っています。

　古来、神は天から地上へ降りてくる際、高い山や木等を依り代とすると考えられ、山自

体を神とする神
しん

体
たい

山
さん

も全国各所に存在します。山車はこのような聖なる山への信仰心に基

づいたものと言われています。

　山車の起源は、祇
ぎ

園
おん

御
ご

霊
りょう

会
え

の「山」にあるとされ、疫病や天災をもたらす祟る神を慰め、

他界へ送り出すために始まったと言われています。応仁の乱（1467年～1477年）以降、京

文化とともに「山」が各地に伝播し、その地域ごとに工夫・洗練されて独自の山車文化が形

成されました。そのため、地域により形態や名称が異なっています。

　愛知県の山車の発生は室町時代と言われており、津島天王祭の車
だん

楽
じり

と熱田天王祭の大
おお

山
やま

（現在は巡行されていない）が最も古い型式のものとされています。
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　地域によって形状は異なるが、台車形式の曳山が多い。

　からくり人形を搭載しているものが多くみられる。

　名古屋の東
とう

照
しょう

宮
ぐう

祭
さい

の影響を受けたと考えられるものが多い。

　形態は「名古屋型」、「犬山型」、「知多型」に大別できる。

愛知県に所在する山車等の種類・特徴は下記のとおりです。

・２層
・外輪のものが多い
・人を巻き込まないように格子状
の輪掛があるものが多い
・正面に前棚が付いているものが
多い

（※⑦） （※⑧）

・３層
・外輪のものが多い
・２層・３層には高欄が付いてい
るものが多い

（※⑪）

・２層
・内輪のものが多い
・全体を素木の彫刻で飾り、後部
に吹き流しが付けられているも
のが多い
・正面の高欄下にも唐破風が出て
おり、それを屋根同様に４本の丸
柱で支え、脇障子が付きテラス状
（前壇）になっているものが多い

名古屋型 犬山型 知多型

山車（だし、やま）
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山車まつりとは

　この他に祭車（さいしゃ）と呼ばれる三輪（前一輪、後二輪）

の御所車のような独特の山車形式も存在する。後方に四本柱

で構成する枠台を載せ、その真ん中に一本の柱が建つ。そこ

に横木が三段あり、上から2・4・6と合わせて12個の提灯

（十二張）が飾り立てられる。枠台後方には鉦
しょう

・太鼓が据えら

れる。三重県桑名市で行われている石
いし

取
どり

祭
まつり

の影響を受けてい

ると言われている。

　平底の船を２艘並べ、横板をわたして連

結して設けた屋台の屋根上に、365個（１年

の日数）の提灯を１個ずつ竹の先に吊るし

て半円形・山形状に飾る。さらにその上の

真
しん

柱
ばしら

に１年の月を表す12個の提灯を塔の

ように重ねている。宵
よい

祭
まつり

で巡行される。

巻藁船（まきわらぶね）

　屋台の上に能人形や梅花等を飾った船。

宵祭で巡行された巻藁船の提灯を外し、朝

祭で巡行されるものが多い。

車楽船（だんじりぶね）

（※⑨）

水面

（※⑩）

（※⑩）
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所在市
町村名 まつり名称 祭礼日 祭礼場所 山車名称 掲載

ページ

名古屋市 筒井町天王祭 6 月第 1 土曜日・日曜日
筒井天王社・

湯取車天王社・
物部神社

神皇車・湯取車 8

名古屋市 出来町天王祭 6 月第 1 土曜日・日曜日 各町須佐之男神社・
赤塚神明社

鹿子神車・河水車
王義之車 8

名古屋市 比良祭り 10月第 2 日曜日
（山車曳行は隔年） 六所神社 二福神車・湯取神子車 9

名古屋市 花車神明社祭 10月第 2 土曜日・日曜日 神明社 唐子車・二福神車
紅葉狩車 9

名古屋市 若宮祭り 5 月15日・16日 若宮八幡社 福禄寿車 10

名古屋市 牛立天王祭 7 月第 4 日曜日 天王社・八幡社・斎宮社 牛頭天王車 10

名古屋市 戸田祭り 10月第 1 土曜日・日曜日
（ 5 輌揃えは 4 年に 1 回）

八幡宮・天満宮・鈴宮社・
白山神社・神明社

八幡社山車・神明社山車
白山社山車・天神社山車

鈴宮社山車
11

名古屋市 戸部天王祭 スポーツの日前日の
日曜日 富部神社 高砂車 11

名古屋市 那古野神社例大祭 7 月15日・16日 那古野神社 那古野神社の車楽 12

名古屋市 本地祭り 10月第 1 土曜日・日曜日 星宮社

廻間組の山車
田古屋組の山車
本町組の山車
大道組の山車

12

名古屋市 鳴海表方祭り 10月第 3 日曜日 鳴海八幡宮
唐子車・作町の山車

根古屋の山車・本街の山車
中嶋の山車

13

名古屋市 有松祭り 10月第 1 日曜日 有松天満社 布袋車・唐子車
神功皇后車 13

名古屋市 鳴海裏方祭り 10月第 2 日曜日 成海神社 丹下の山車・北浦の山車
花井の山車・城之下の山車 14

名古屋市 大森天王祭 8 月第 1 日曜日 八劔神社・秋葉神社・天王社 大森天王車 14

名古屋市 石取祭り 5 月第 4 土曜日・日曜日 津島神社 祭車 15

一宮市 石刀祭 4 月19日以降の日曜日 石刀神社 大聖車・中屋敷車
山之小路車 16

一宮市 黒岩祇園祭 8 月第 1 土曜日 黒岩石刀神社 山車 16

一宮市 臼台祭 8 月第 3 土曜日 八劔社・観音寺 山車 17

一宮市 桃花祭 4 月 1 日～ 3 日 真清田神社 西車・東車 17

瀬戸市 品野祇園祭 7 月第 3 土曜日
（旧暦 6 月16日）

津島神社周辺
（下品野中心部） 山車 18

春日井市 祇園祭・津島社祭 7 月第 3 土曜日 五社神社・津島神社 二福神 18

春日井市 秋の大祭 10月15日直前の日曜日 内々神社 御舞台 19

犬山市 犬山祭 4 月第 1 土曜日・日曜日 針綱神社

遊漁神・眞先
應合子・西王母
住吉臺・浦嶌
咸英・國香欄
壽老臺・綘英
老松・宝袋

梅梢戯

19

犬山市 大縣神社例祭

10月10日
（例祭は10月10日（固定）

であるが、稚児山を曳
くのは10月10日前後の
土曜日・日曜日となる

場合が多い。）

大縣神社 稚児山 20

小牧市 秋葉祭 8 月20日前後の
土曜日・日曜日 小牧神明社 唐子車・聖王車

湯取車・西王母車 20

小牧市 春祭 4 月第 2 日曜日 小牧神明社 小牧祭の山車 21

稲沢市 こがし祭り 7 月第 4 土曜日 立部神社 山車・山車 21

岩倉市 天王祭 8 月第 4 日曜日の
前日土曜日 新溝神社 大上市場山車 22

岩倉市 祇園祭 8 月第 1 日曜日の
前日土曜日 神明大一社 中本町山車 22

岩倉市 祇園祭 8 月第 1 日曜日の
前日土曜日 神明生田神社 下本町山車 23

日進市 岩藤天王祭 7 月下旬の日曜日 神明社 岩藤天王祭山車 23

清須市 尾張西枇杷島
まつり 6 月第 1 土曜日・日曜日 橋詰神社・六軒神社・

二ツ杁神明社等

王義之車・頼朝車
泰亨車・紅塵車

頼光車
24

清須市 天王まつり 8 月第 1 日曜日 朝日天王社 試楽車 24

長久手市 前熊のお天王祭り 7 月16日以前で
直近の日曜日 多度神社 前熊の山車 25

津島市 津島秋まつり 10月第 1 日曜日と
前日土曜日

津島神社・市神社・
大土社・居森社・

穂歳神社・憶感神社・
神守一里塚・秋葉神社・

唐臼神社等

北町山車・米之座山車
高屋敷山車・布屋町山車
麩屋町山車・小之座山車
池町山車・朝日町山車

小中切山車・大中切山車
馬場町山車・中町山車
上町山車・南町山車
中町山車・上町山車

津島秋祭北部有志石採祭車
津島秋祭南部有志石採祭車
津島秋祭中部有志石採祭車
津島秋祭唐臼町石採祭車

25

津島市 尾張津島天王祭 7 月第 4 土曜日と
翌日日曜日 津島神社・天王川公園

下車・堤下車
米車・今車

筏場車
26

山車まつりリスト

所在市
町村名 まつり名称 祭礼日 祭礼場所 山車名称 掲載

ページ

愛西市 尾張津島天王祭 7 月第 4 土曜日と
翌日日曜日 津島神社・天王川公園 市江車 26

弥富市 弥富神社大祭 10月第 2 日曜日 弥富神社 石取車・石取車
石取車・石取車 26

弥富市 楽平神社大祭 10月第 2 日曜日 楽平神社 石取車 27

弥富市 前ケ平神明社大祭 10月第 2 日曜日 前ケ平神明社 石取車 27

弥富市 秋葉社大祭 10月第 2 日曜日 秋葉社 石取車・石取車 28

弥富市 五明神明社大祭 10月第 2 日曜日 五明神明社 石取車 28

弥富市 素盞之男社大祭 10月第 2 日曜日 素盞之男社 石取車 29

弥富市 津島社大祭 10月第 1 日曜日 中山津島社 石取車 29

弥富市 川原欠社大祭 10月第 1 日曜日 川原欠社 石取車 30

弥富市 大谷神明社大祭 10月第 1 日曜日 大谷神明社 石取車 30

弥富市 熱田神社大祭 10月第 2 日曜日 五斗山熱田神社 山車 31

あま市 山車揃え 10月第 2 日曜日 八剱社
小島町・東町
本町・宮町

寺町・東新町
31

あま市 天王祭 7 月第 4 土曜日 江上社 江上天王宮 32

蟹江町 須成祭 8 月第 1
土曜日・翌日曜日 冨吉建速神社・八剱社 車楽船 32

半田市 亀崎潮干祭 5 月 3 日・ 4 日 神前神社・尾張三社
宮本車・青龍車
力神車・神楽車

花王車
34

半田市 乙川祭 3 月中下旬の
土曜日・日曜日 乙川八幡社・若宮社 宮本車・源氏車

八幡車・神楽車 34

半田市 岩滑祭礼 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 岩滑八幡社 八幡車・御福車 35

半田市 岩滑新田祭礼 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 神明社 神明車・旭車 35

半田市 上半田祭礼 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 住吉神社 唐子車・福神車

住吉丸・入宮丸 36

半田市 下半田春祭礼 4 月中下旬の
土曜日・日曜日 業葉神社・山ノ神社 唐子車・祝鳩車

山王車・護王車 36

半田市 協和祭礼 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 白山神社 白山車・協和車 37

半田市 成岩神社祭礼 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 成岩神社 成車・南車

神車・旭車 37

半田市 成石神社例大祭 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 成石神社 敬神車・日之出車 38

半田市 板山の祭礼 4 月上中旬の
土曜日・日曜日 板山神社・八幡神社 本子車・旭車

花王車・神力車 38

半田市 亀崎コミュニティ
夏祭り 7 月下旬～ 8 月上旬 亀崎町内

四神車・秋葉車
唐子車・朝日車

牡丹車
39

半田市 乙川祇園まつり 7 月26日に近い土曜日 津島神社 天王車 39

半田市 瑞穂区盆踊り 8 月第 1 土曜日・日曜日 瑞穂記念館 瑞宝車 40

半田市 北区夏祭 8 月第 1 土曜日・日曜日 業葉神社 雅車 40

常滑市 大野祭り 5 月 3 日・ 4 日 風宮神社・小倉神社・
宮山天満社・江崎社

唐子車・紅葉車
梅榮車・権丸 41

常滑市 小倉区祭礼 4 月23日に近い
土曜日・日曜日 小倉天神社 小倉車 41

常滑市 西之口地区祭礼 4 月第 3 土曜日・日曜日 西之口神明社 西寳車・雷神車 42

常滑市 矢田区祭礼 4 月第 2 土曜日・日曜日 矢田八幡神社 御幣車・矢田車 42

常滑市 多屋区祭礼 4 月第 1 土曜日・日曜日 海椙神社 海椙車 43

常滑市 常滑地区祭礼 4 月第 2 土曜日・日曜日 北条の神明社・常石神社
神明車・世楽車
常石車・常山車
常磐車・保楽車

43

常滑市 古場区祭礼 4 月第 2 日曜日 古場神明社 古場車 44

常滑市 大谷祭礼 3 月第 4 土曜日・日曜日 大谷八幡社 東櫻車・蓬莱車 44

常滑市 白山神社例祭 4 月第 1 日曜日と
その前日 白山神社 白山車 45

常滑市 松尾神社例大祭
3 月最終土曜日・日曜日
又は 4 月第 1 土曜日・

日曜日
松尾神社 松尾車 45

東海市 大田まつり 10月第 1 日曜日
及び前日土曜日 大宮神社 黒口組山車・市場組山車

里組山車・荒古組山車 46

東海市 尾張横須賀まつり 9 月第 4 日曜日
及び前日土曜日 愛宕神社

大門組山車・北町組山車
本町組山車・圓通山車

八公山車
46

大府市 横根藤井神社祭礼 10月第 2 日曜日 藤井神社 中車・石丸車
南車 47

大府市 北尾山之神社
例大祭 10月第 2 土曜日・日曜日 北尾山之神社 北尾力神車 47

大府市 追分藤井神社祭礼 10月第 2 日曜日 藤井神社 山車 48

知多市 岡田春まつり 4 月16日に
最も近い日曜日 神明社・白山社等

里組山車（日車）
中組山車（雨車）
奥組山車（風車）

48

知多市 八社神社祭礼 4 月第 2 日曜日 八社神社 北粕谷山車（花王車） 49

阿久比町 横松神明社例祭 4 月第 4 土曜日・日曜日 神明社 横社山車 49
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所在市
町村名 まつり名称 祭礼日 祭礼場所 山車名称 掲載
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阿久比町 大山祗神社例大祭 4 月第 2 土曜日・日曜日 大山祗神社 大山車 50

阿久比町 熱田社例大祭 4 月第 3 土曜日・日曜日 宮津熱田社 宮津北組山車
宮津南社山車 50

阿久比町 大古根八幡社
例大祭 4 月第 3 土曜日・日曜日 八幡社 大古根八幡社山車 51

阿久比町 椋岡八幡神社
例大祭 4 月第 4 土曜日・日曜日 八幡神社 椋岡山車 51

阿久比町 矢口箭比神社
例大祭 4 月第 1 日曜日 箭比神社 矢口子ども山車 52

南知多町 東端区祭礼 4 月第 1 日曜日 高宮神社・熊野社 東端区山車 52

南知多町 吹越区祭礼 4 月第 1 日曜日 秋葉神社 吹越区山車 53

南知多町 岡部区祭礼 4 月第 1 日曜日 神明社 岡部区山車 53

南知多町 三郷祭り 4 月第 1 日曜日 入見神社 蛇車 54

南知多町 西村区祭礼
10月下旬頃の日曜日

（山車の巡行は 3 年程度
に 1 回）

八幡社 西村区山車 54

南知多町 大井の夏祭り 7 月第 2 土曜日 津島神社・豊受神社 聖車 55

南知多町 羽豆神社の
大名行列 10月第 2 土曜日・日曜日 羽豆神社

新井組山車・栄村組山車
鳥東組山車・鳥西組山車

的場組山車
55

南知多町 内福寺区祭礼 4 月第 1 日曜日 八幡社 内福寺区山車 56

南知多町 津島神社祭礼 7 月中下旬の
土曜日・日曜日 津島神社 お舟 56

美浜町 布土祭 4 月第 1 日曜日 神明神社・津島神社 山王車・護王車・天王車 57

美浜町 河和祭 4 月第 1 日曜日 天神社 力神車・汐吹車 57

美浜町 上野間祭 3 月末か 4 月第 1 日曜日 野間神社 上野間四嶋の山車
上野間越智嶋の山車 58

美浜町
大己貴神社・

八幡社・
津島神社大祭

3 月最終の土曜日・日
曜日、もしくは 4 月第

1 土曜日・日曜日

大己貴神社・八幡社・
津島神社

奥田南南車
奥田北中龍神車 58

美浜町 神武祭 4 月第 1 土曜日・日曜日 神明神社・冨具神社 赤龍車 59

美浜町 北方区祭礼 4 月第 1 土曜日 十二神社 北神車 59

美浜町 秋祭り 3 月初午の日 八幡社 八幡丸 60

武豊町 大足地区祭礼 7 月第 3 土曜日・日曜日 豊石神社 蛇車 60

武豊町 武雄神社例祭 4 月第 2 土曜日・日曜日 武雄神社等
宮本車・神宮車
八幡車・長北車
玉神車・鳳凰車

61

武豊町 富貴地区祭礼 4 月第 1 土曜日・日曜日 八幡社・縣社・知里付神社 縣車・知里付車
天王丸・本若車 61

岡崎市 矢作神社例大祭 10月 2 日 矢作神社 東中之切山車（二区）
西中乃切山車（三区） 62

岡崎市 神明宮例大祭 5 月第 2 日曜日
及び前日土曜日 神明宮

元能見北・城北町山車
能見北之切山車
能見中之切山車
能見南之切山車
材木二丁目山車

松本町山車
元能見中町山車
元能見南町山車

62

岡崎市 須賀神社
春の大祭 4 月第 2 日曜日 須賀神社

新若丸・龍神丸
恵比寿丸・鳳凰丸

花組車
63

岡崎市 菅生祭 鉾船神事
奉納花火 8 月第 1 土曜日 菅生神社及び

乙川河川敷 天王丸・菅生丸 63

岡崎市 本宿町夏まつり 7 月最終日曜日 津島社 栄町山車・西町山車
中町山車・東町山車 64

碧南市 大浜中区祭礼 10月第 3 土曜日・日曜日 大浜稲荷社 中之切車・浦島車 64

碧南市 鶴ヶ崎区祭礼 10月第 2 土曜日・日曜日 山神社・浅間神社 玉車 65

刈谷市 小垣江神明神社
大祭

10月16日（大祭）以降
最初の日曜日 小垣江神明神社 小垣江の山車 65

刈谷市 金刀比羅社大祭 4 月10日（大祭）以降
最初の日曜日 金刀比羅社 小垣江の山車 66

刈谷市 刈谷山車祭 5 月 5 日（原則隔年） 市原稲荷神社 肴町の山車・新町の山車 66

豊田市 挙母祭り 10月第 3 土曜日・日曜日 挙母神社

喜多町の山車・神明町の山車
中町の山車・竹生町の山車
旧東町の山車・西町の山車
旧南町の山車・旧本町の山車

67

豊田市 宮前町祭礼 10月第 3 土曜日・日曜日 挙母神社 宮前町山車 67

豊田市 社町八幡宮例大祭 10月第 2 土曜日・日曜日 社町八幡宮 高橋町山車 68

豊田市 平井八幡宮祭礼 10月第 1 日曜日 平井八幡宮 平井町八幡宮の山車
百々町八幡宮の山車 68

豊田市 祈願祭 10月第 4 日曜日 志賀神社 願掛山車 69

豊田市 津嶋神社天王祭 7 月15日 津嶋神社 天王祭りの提灯車 69

豊田市 足助八幡宮例祭 10月第 2 土曜日・日曜日 足助八幡宮 田町の山車・本町の山車
新町の山車・西町の山車 70

豊田市 足助春祭り 4 月第 2 土曜日・日曜日 足助神社

松栄町の花車・宮町の花車
西町の花車・新町の花車
本町の花車・田町の花車

親王町の花車

70

所在市
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豊田市 霧山の祭り 7 月下旬
（旧暦 6 月15日前後） 白山神社 山車 71

豊田市 熊野神社秋の大祭 10月第 3 土曜日・日曜日 熊野神社 明川の山車 71

豊田市 秋の例大祭 10月第 1 土曜日・日曜日 連谷神明神社 連谷の山車 72

豊田市 八幡神社秋の祭典 9 月第 4 土曜日・日曜日 八幡神社 五反田の山車 72

安城市 八幡社大祭 4 月第 2 日曜日 八幡社 山車・山車
（山車） 73

西尾市 西尾祇園祭 7 月中旬の
土曜日・日曜日 伊文神社 中町の大屋形 73

知立市 知立神社例祭

5 月 2 日（試楽）・
3 日（本楽）

（本祭と間祭を隔年で開
催。山車文楽・山車か
らくりは本祭のみ。）

知立神社

山車・山車
山車・山車
山車・花車
花車・花車
花車・花車

74

みよし市 三好八幡社 
秋の大祭 10月第 3 土曜日・日曜日 三好八幡社 三好上区山車・三好下区山車 74

みよし市 天王神社 
秋の例大祭 10月第 1 日曜日 天王神社 新屋区山車 75

豊橋市 二川八幡神社祭礼 10月第 2 土曜日・日曜日 二川八幡神社 御車・御車
御車 76

豊橋市 忠興八幡社例祭 10月中旬の
土曜日・日曜日 忠興八幡社 山車 76

豊橋市 湊神明社例祭 10月第 3 土曜日・日曜日 湊神明社 山車 77

豊橋市 前芝神明社例大祭 10月第 2 土曜日・日曜日 前芝神明社 山車 77

豊川市 大社神社臨時大祭 7 月最終金曜日・
土曜日・日曜日 大社神社 山車・山車

山車・山車 78

豊川市 八百富神社
式年大祭総参り 巳・亥年の 4 月中旬 大社神社 花車・花車

花車・花車 78

豊川市 豊川進雄神社
例大祭

7 月20日に近い金曜日・
土曜日・日曜日 豊川進雄神社

東の大山・西の大山
東の囃子車・西の囃子車

瑠璃の壺・伊勢参り
79

豊川市 若葉祭 4 月 7 日・ 8 日に近い
土曜日・日曜日 牛久保八幡社・天王社

大山車・大山車
囃子車・囃子車

神児車
79

豊川市 御油神社例大祭 8 月第 1 土曜日・日曜日 御油神社
山車・山車
山車・山車

山車・巫女車
80

豊川市 宮道天神社例大祭 8 月第 3 土曜日・日曜日 宮道天神社 囃子車・囃子車
囃子車 80

豊川市 風祭り 4 月第 2 金曜日・
土曜日・日曜日 菟足神社 御車・御車 81

蒲郡市 素盞嗚神社秋祭 10月第 1 土曜日・日曜日 素盞嗚神社 山車 81

蒲郡市 御嶽神社例祭 10月第 2 土曜日・日曜日 御嶽神社 三区あおい丸・山車
山車 82

蒲郡市 三谷祭
10月第 4 土曜日・日曜日

（潮位に応じて第 3 土曜
日・日曜日）

八劔神社・若宮神社
剣の山車・恵比寿の山車
三蓋傘の山車・花の山車

神船若宮丸
82

蒲郡市 大宮神社例大祭 10月第 2 土曜日・日曜日 大宮神社
大成組山車・大組山車
川西組山車・ろ組山車
栄組山車・に組山車

83

蒲郡市 八百富神社例大祭 10月第 3 土曜日・日曜日 八百富神社
本殿・遥拝所

山車・山車
竹島丸・山車
山車・山車

小組丸・山車
山車・山車
山車・山車
山車・山車
山車・山車

山車

83

蒲郡市 龍田天神社例祭 9 月第 4 土曜日・日曜日 龍田天神社 天神丸・おやりん丸 84

新城市 富永神社例大祭 10月第 2 金曜日・
土曜日・日曜日 富永神社

山車・山車
山車・山車
山車・山車

84

新城市 石座神社例祭 10月第 2 土曜日・日曜日 石座神社 山車・山車 85

新城市 八幡神社秋季
例大祭 10月第 3 土曜日・日曜日 八幡神社 山車 85

新城市 富永神社祭礼 3 月第 3 土曜日・日曜日 富永神社 山車 86

新城市 大野神社祭礼 4 月第 3 土曜日・日曜日 大野神社 山車 86

田原市 田原祭り 9 月15日に近い
土曜日・日曜日 八幡社・神明社・巴江神社 総代車・神功皇后車

應神天皇車 87

田原市 秋葉神社・
畠神社大祭 10月第 2 日曜日 秋葉神社・畠神社

下地組山車・紺屋組山車
原組山車・新宅組山車

澤組山車
87

設楽町 チョウチン祭り 6 月30日 清水津島神社 チョウチン祭用山車 88

東栄町 秋の大祭宵祭り 10月第 1 頃の
土曜日・日曜日 諏訪南宮神社 諏訪南宮神社山車 88

東栄町 須佐之男神社祭礼 4 月下旬 須佐之男神社 須佐之男神社山車 89
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