
事業名 開催日 主催 場所 合致する基本方針

『挟土　秀平展』～土のソムリエ 3月24日～8月30日 光ミュージアム、（一財）国際芸術財団 光ミュージアム ひろげる

第35回我楽多市 4月～10月第1日曜 （一社）飛騨・高山観光コンベンション協会 さんまち通り ひろげる

第65回飛騨生きびな祭 4月3日 飛騨生きびな祭実行委員会 飛騨一宮水無神社 つたえる

45回特別記念　全国民謡大会 4月3日 高山民謡連合会 高山市民文化会館　小ホール つたえる

高山市春季ハンドボール競技大会 4月10日 （一財）高山市体育協会、高山市ハンドボール協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

松ノ木峠パーキングエリア地域活性化イベント「よう
おいでんさった飛騨高山」オープニングセレモニー

4月14日 松ノ木峠ＰＡ活用促進協議会 東海北陸自動車道（下り線）「松ノ木峠パーキングエリア」 ひろげる

臥龍桜・桜まつり 4月14日～5月5日 飛騨一之宮桜まつり実行委員会 臥龍公園 ひろげる

飛騨高山・まつりの森屋台曳き揃え 4月17日 株式会社　飛騨庭石 飛騨高山・まつりの森　駐車場 つたえる

第58回高山市民剣道大会 4月17日 （一財）高山市体育協会、高山市剣道会 久々野体育館 ひろげる

市民登山クラブ 5月～7月23日 （一財）高山市体育協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

野麦峠山開き 5月1日 一般財団法人高根村観光開発公社 高根町野麦（野麦峠） つたえる

第18回ひだ桃源郷くぐのアマゴ釣り大会 5月5日 益田川上流漁業協同組合 益田川上流特別区域（高山市久々野町小屋名） ひろげる

飛騨高山　木育フェスタ 5月5日 NPO法人飛騨高山わらべうたの会 エブリ東山店 つくりだす

飛騨高山展 5月19日～25日 高山市産業振興協会 岐阜高島屋 つたえる　ひろげる

市民バドミントン大会 5月22日 （一財）高山市体育協会、高山バドミントン協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

泣き相撲飛騨高山場所2016 5月29日 泣き相撲飛騨高山場所実行委員会 飛騨護国神社 つたえる　ひろげる

野麦峠まつり 5月29日 飛騨高根観光協会　高根町元気イベント実行委員会 高根町野麦（野麦峠） つたえる

乗鞍岳を撮ろうフォトコンテスト シーズン中 乗鞍観光協議会 市内各所 つたえる　ひろげる

火災予防作品展 6月～11月 高山市防火協会 高山消防署ほか ひろげる

高山市民スポーツカーニバル 6月4日～5日 （一財）高山市体育協会、高山市陸上競技会 中山公園陸上競技場 ひろげる

東日本復興チャリティ歌謡祭 6月11日 歌仲間チャリティー実行委員会 国府交流センターさくらホール ひろげる

ブラ高山－陣屋町高山で街歩き－ 6月18日 高山陣屋管理事務所 高山陣屋とその周辺 つたえる

飛騨の里でわんちゃん自慢 6月18日～7月31日 有限会社トータルプランニングオフィス飛騨 飛騨の里 ひろげる

特別展「人間国宝　芹沢銈介展」 6月18日～9月4日 光ミュージアム 光ミュージアム ひろげる

乗鞍シャトルバスにバスガイドが乗車してご案内 6月18日～9月17日 濃飛乗合自動車株式会社 濃飛路線バス乗鞍線 ひろげる

金龍神社ならびに境内雪害復興報告おかめ獅子舞
披露（県指定重要民俗文化財）

6月19日 宗教法人東照宮 飛騨東照宮 つたえる

国府地域の《日本遺産》学習セミナー　－地域の歴
史遺産を知る・学ぶ－

6月25日 国府史学会 こくふ交流センター２階　多目的室 つたえる

日本画グループ游の会展 7月1～3日 日本画グループ游の会 高山市民文化会館 ひろげる

原田英代トーク＆ピアノコンサート 7月2日 原田英代を聴く会 飛騨・世界生活文化センター　飛騨芸術堂 つくりだす

飛騨ハンヤ節　復活披露祭 7月3日 高山民謡連盟、有限会社　竜鉄也音楽事務所 高山市民文化会館　大ホール つたえる

飛騨高山・匠クラフトギャラリー展 7月4日～22日 一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター 商工中金岐阜支店ロビー ひろげる

友好都市　平塚・上山市民ツアー 7月8日～10日 高山市都市提携委員会 神奈川県平塚市・山形県上山市 ひろげる

第21回飛騨高山サマーフェスティバル
（まちなか歩いてクイズラリー）

7月9日 飛騨高山サマーフェスティバル推進協議会 市内商店街ほか ひろげる

小さな朗読会 7月10日 語り部ねっと飛騨高山朗読会 高山市民文化会館 つたえる

高山市制施行80周年記念　冠事業一覧（各種団体等実施分）　



事業名 開催日 主催 場所 合致する基本方針

第62回バケツ注水大会 7月13日 高山市防火協会 高山消防署 ひろげる

ジャパンEVラリーin乗鞍＆EV・PHEV試乗会in高山 7月16日～7月18日 ジャパンEVラリーin乗鞍＆EV・PHEV試乗会in高山実行委員会 市内各所 ひろげる

飛騨高山展 7月20日～7月25日 高山市産業振興協会 横浜高島屋 つたえる　ひろげる

飛騨高山ドミノチャレンジ！ 7月22日～7月24日 公益社団法人高山青年会議所 飛騨・世界生活文化センター つたえる　ひろげる　つくりだす

第48回高山市青少年相撲大会 7月24日 （一財）高山市体育協会、高山市相撲連盟 相撲場 ひろげる

第21回飛騨高山サマーフェスティバル
（ちょけらまいか大仮装盆踊り大会）

7月30日 飛騨高山サマーフェスティバル推進協議会 さんまち通り商店街 ひろげる

硬式テニス無料体験Ｄａｙ 8月7日 （一財）高山市体育協会、高山市テニス協会 岡本テニスコート ひろげる

第21回飛騨高山サマーフェスティバル
(飛騨高山手筒花火打ち上げ)

8月9日 飛騨高山サマーフェスティバル推進協議会 宮川弥生橋下流川床特設ステージ ひろげる

姉妹都市　松本市民ツアー 8月11日 高山市都市提携委員会 長野県松本市 ひろげる

ひだ桃源郷くぐの納涼夏祭り 8月15日 くぐの夏のイベント協議会 高山市久々野町無数河　地内 ひろげる

ふるさと夏祭りin国府 8月20日 国府町まちづくり協議会 国府町木曽垣内 つたえる　ひろげる

ゲートボール大会 8月21日 高山市ゲートボール協会 南小学校グラウンド ひろげる

きよみ夏祭り2016 8月21日 きよみ夏祭り2016実行委員会 ウッドフォーラム飛騨敷地内 ひろげる

第21回飛騨高山サマーフェスティバル
（第2回市民盆踊り大会in花街）

8月27日 飛騨高山サマーフェスティバル推進協議会 花岡町1丁目 ひろげる

森のつどい 8月28日 さるぼぼキッズ（たからまちづくり協議会地域部会） 一重ヶ根公民館 ひろげる

第23回坪内流芸能大会 8月28日 坪内流 こくふ交流センターさくらホール つたえる

市民体育大会弓道競技 8月28日 （一財）高山市体育協会、高山弓道協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

第5回高山市長杯飛騨高山グラウンド・ゴルフ大会 8月29日・30日 飛騨高山グラウンド・ゴルフ実行委員会 グリーンパークひろの ひろげる

飛騨高山まちなみコンサート2016 9月3日～9月25日 飛騨高山まちなみコンサート実行委員会 市内各所 ひろげる　つくりだす

第2０回こどもまちづくりコンクール 9月9日～11日 こどもまちづくりコンクール実行委員会 高山市民文化会館ほか つくりだす

特別展「上村松園と美人画展」 9月9日～12月6日 光ミュージアム 光ミュージアム ひろげる

飛騨・美濃味まつり 9月10日～11日 （一財）飛騨地域地場産業振興センター 高山市本町１丁目～３丁目 ひろげる

高山の未来を描く日 9月18日～19日 公益社団法人高山青年会議所 飛騨・世界生活文化センター つくりだす

秋のにぎわいまつり 9月22日 高山市下一之町商店街振興組合 高山市下一之町商店街 ひろげる

高根・つながる・柳ヶ瀬（柳ヶ瀬相互交流促進事業） 9月24日～10月2日 飛騨高根観光協会　高根町元気イベント実行委員会 高山市高根町・岐阜市柳ヶ瀬（日ノ出商店街） ひろげる

第５回のりものフェスタinたかやま 9月25日 高山市公共交通活性化協議会 高山市役所駐車場ほか ひろげる

ソフトテニスの日 9月25日 （一財）高山市体育協会、高山市ソフトテニス協会 岡本テニスコート ひろげる

市民サッカー大会（ミックス・シニアの部） 9月25日 （一財）高山市体育協会、高山市サッカー協会 中山公園陸上競技場 ひろげる

高山駅東西自由通路完成イベント 10月1日 高山駅前中央通り発展会 高山駅前中央通り ひろげる

キッズフェスタ2016 10月1日 高山商工会議所青年部会 高山市民広場 つたえる

第25回高山市近代文学館企画展 10月1日～2日 一般社団法人高山市文化協会 高山市民文化会館4-7 つたえる

茶の湯の森美術館展示及び大茶会 10月1日～10月31日 飛騨高山茶の湯の森 飛騨高山茶の湯の森 つたえる

草間彌生展 10月1日～12月29日 飛騨高山浮世絵館　画侖 飛騨高山浮世絵館　画侖 ひろげる

高山市柔道大会 10月2日 （一財）高山市体育協会、高山柔道協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

高山市町内対抗バレーボール大会 10月2日～4日 （一財）高山市体育協会、高山バレーボール連盟 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる



事業名 開催日 主催 場所 合致する基本方針

第22回ひだしんふれあいコンサート“谷村新司トーク
＆ライブ　ココロの学校 PREMIUM in 飛騨”

10月12日～10月13日 飛騨信用組合 高山市民文化会館大ホール ひろげる

第44回Ｍ．Ｃ．Ｓ．Ｃ．ラリーハイランドマスターズ
2016

10月14日～16日 松本カースポーツクラブ 高山市一之宮町、久々野町、丹生川町、朝日町 ひろげる

秋の夜長にJAZZ LIVE 10月15日 国府町まちづくり協議会 こくふ交流センター　多目的室 ひろげる

飛騨高山MEMORO「記憶の銀行」映像上映会 10月15日 NPO法人MEMORO「記録の銀行」 飛騨・世界生活文化センター　ミニシアター つたえる

高山陣屋　ひだしんプロジェクションマッピング 10月16日～11月14日 飛騨信用組合 高山陣屋（大広間） つくりだす

第29回飛騨荘川ふるさと祭り 10月16日 飛騨荘川ふるさと祭り実行委員会 荘川の里 つたえる

国府町日本遺産巡りツアー 10月16日 国府町まちづくり協議会 高山市国府町内 つたえる

平成28年度高山選手権 10月16日 （一財）高山市体育協会、高山軟式野球連盟 中山公園陸上競技場 ひろげる

友好都市　越前市民ツアー 10月21日 高山市都市提携委員会 福井県越前市 ひろげる

第１回飛騨位山トレイル 10月22日 飛騨位山トレイル実行委員会 モンデウス飛騨位山周辺 ひろげる　つくりだす

ご朱印企画バスガイドと行く！東山寺院群の至宝めぐり
10月22日、23日、29
日、30日、11月3日、5
日、6日

濃飛乗合自動車株式会社 市内各所 つたえる　つくりだす

第１２回高山市民駅伝大会 10月23日 （一財）高山市体育協会 市立宮中学校グラウンド ひろげる

池坊斐太支部花展 10月29～30日 華道家元池坊斐太支部 高山市民文化会館 つたえる　ひろげる

高山市中パレード 11月2日 崇教真光青年隊統監部 桜山八幡宮～陣屋前広場 ひろげる

災害時における情報収集関連機器の展示・実演・模擬体験 11月12日 奥飛騨アマチュア無線クラブ 奥飛騨総合文化センター駐車場 ひろげる

富岡製糸場工女まつりと岡谷蚕糸博物館との交流事業 11月12日～13日 飛騨高根観光協会　高根町元気イベント実行委員会 群馬県富岡市、長野県岡谷市 ひろげる

市民オリエンテーリング大会 11月13日 岐阜県オリエンテーリング協会 城山公園（二の丸児童公園スタート・ゴール） ひろげる　つくりだす

大きな絵があるファミリーコンサート 11月13日 こくふコミュニティ施設運営協議会 こくふ交流センター　さくらホール ひろげる

高山市民憲章制定50周年記念式典 11月14日 高山市民憲章推進協議会 高山市民文化会館　小ホール つたえる

第48回高山市民吹奏楽団定期演奏会 11月19日 高山市民吹奏楽団 高山市民文化会館大ホール ひろげる

第４０回市民健康マラソン 11月23日 （一財）高山市体育協会 中山公園陸上競技場 ひろげる

岐阜県少年少女合唱フェスティバル 11月23日 岐阜県少年少女合唱連盟 丹生川文化ホール ひろげる

信濃に生きて五十年　田樂座高山公演 11月26日 『観に行かまいかな田樂座』の会 丹生川文化ホール ひろげる

ブラ高山－陣屋町高山で街歩き－ 11月27日 高山陣屋管理事務所 高山陣屋とその周辺 つたえる

高山卓球選手権大会 11月27日 （一財）高山市体育協会、高山市卓球協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

飛騨・高山フェア at 東京スカイツリー 12月2日～8日 飛騨・高山「美食の國」プロジェクト委員会 東京スカイツリー Sky Restaurant 634と5階フロア つたえる

冬のあったか縁日2016 12月3日～4日 冬のあったか縁日実行委員会 高山市役所 つくりだす

第６回乗鞍フォーラム　～ともに考える乗鞍の明日～ 12月4日 乗鞍自動車利用適正化協議会 飛騨・世界生活文化センター つたえる

感謝のつどい 12月7日 高山市自主活動連絡会 高山市民文化会館小ホール ひろげる

文部科学大臣杯授与　第5回高山市長旗争奪全国高校選抜剣道大会 12月10日～11日 高山市剣道会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

Hit net TV! ～みんなの囲碁教室～ 12月11日 飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社 高山市民文化会館 ひろげる

第10回古い町並提灯ライトアップファイナル 12月16日～17日 飛騨高山旅館ホテル協同組合 古い町並・上二之町の一部 ひろげる　つくりだす

高山市バスケットボール高山選手権 12月18日 （一財）高山市体育協会、高山市バスケットボール協会 飛騨高山ビッグアリーナ ひろげる

開館20周年記念特別展　ミュシャ展　華ひらく未来へ向かって 12月23日～1月19日 飛騨高山美術館 飛騨高山美術館企画展示室 ひろげる



事業名 開催日 主催 場所 合致する基本方針

ほっこり♪飛騨高山（高速バスパック） 12月～4月23日
飛騨高山旅館ホテル協同組合、濃飛乗合自動車㈱、
京王電鉄バス㈱

高速バスパック ひろげる

歌王ぎふ！～大切な人へ贈る歌～ 1月8日 飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社 高山市民文化会館　小ホール ひろげる

マギー司郎のマジック＆トークショー 2月19日 国府町まちづくり協議会 こくふ交流センター　さくらホール ひろげる

国府地域の《日本遺産》をもっと知る・学ぶ　－講演
会＆バーチャル特別展－

3月5日 国府史学会 こくふ交流センター２階　多目的室 つたえる

「ぎふ木育ひろば」オープンイベント 3月27日 ＮＰＯ法人飛騨高山わらべうたの会 高山市つどいの広場チャイルドランド（ピュア高山内） ひろげる

高山観光ホテルスタンプラリー 年間 株式会社高山観光ホテル 高山観光ホテル館内 ひろげる


