
中部「道の駅」
イベント情報
掲載されているイベント情報、臨時休業は予告なく変更となる場合があります。詳しくは、各「道の駅」にお問い合わせください。
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❶日義木曽駒高原
TEL.0264-23-3644

▼7月15日㈰ 「水曜日どうでしょう。」イベントキャラバン
　各種イベント開催  食の出店（木曽町三岳 御岳ロープウェイ（スキー場））

❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●7月～8月 果物祭り（桃）　●7月1日㈰～8月6日㈪ 七夕 短冊に願い事を書いてみませんか？
●7月15日㈰10：00～ マレットゴルフ大会　●7月中旬～8月上旬 とうもろこし祭り

▼7月28日㈯ 深見の祇園祭り（諏訪神社（阿南町東條））

10花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●7月6日㈮～8日㈰ パッチワーク作品発表会

* * *
14田切の里
TEL.0265-98-5525

●7月1日㈰～31日㈫ 創業月企画 ポイント還元2倍 日替わり定食等
●7月15日㈰ 創業祭
●7月28日㈯ 道の駅田切の里は、轟天号を追いかけてイベントを応援しています。

▼7月16日（月・祝） 山歩き 座禅岩を観に行こう（※先着30名）
　（お問い合わせ: 0265-86-3111）
▼7月28日㈯ 轟天号を追いかけて2018 自転車イベント（コスプレ含）（田切駅～伊那市駅）
　お陣屋あんどん市 大名行列 行灯ライトアップ等（飯島駅前）

15南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●レストランKitchenそらら木曜休み
●7月中旬～ 夏期限定アイス販売（※予定） * * *

16大芝高原
7月21日㈯オープン

●7月14日㈯ 森の木漏れ日マルシェ 軽トラック市 味工房前にて開催
●7月21日㈯ 道の駅「大芝高原」開駅式

▼7月14日㈯ スラックラインフェス 講習会 プロによるデモ等（大芝高原公園広場）
▼7月29日㈰ フラッグフットボール全国小学生選抜大会（大芝高原屋内運動場）

❷パスカル清見
TEL.0576-69-2321

●7月8日㈯、14日㈯・15日㈰、21日㈯（第2・第3土曜・日曜日） サービスデー　●7月15日㈰（第3日曜日） せせらぎ街道の日

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●7月7日㈯・8日㈰ 七夕祭り 浴衣で来店され、お買いものされたお客様にはちょっぴり
　プレゼント進呈

10ロック・ガーデン ひちそう
TEL.0574-48-2511

●体験コーナーは終了いたしました。長年のご愛顧ありがとうございました。
●7月21日㈯ 夏野菜フェスティバル * * *

25馬瀬 美輝の里
TEL.0576-47-2133 * * *

▼7月22日㈰ あゆまつり 鮎の塩焼き、鮎のフライなど 道の駅
近く（水辺の館）

29織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●7月下旬 パン工房 新商品発売

31大日岳
TEL.0575-72-5007

●営業日変更のお知らせ 7月～11月 期間中は木曜日も営業を行い、無休とする

* * *

34古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●7月2日㈪～4日㈬ 臨時休館 ※7月3日㈫は定休日 館内設備点検のため3連休いただきます。
●7月7日㈯・8日㈰9：00～16：00 羽蝶蘭・山野草展示販売会 毎年恒例の販売会　伊勢志摩海産市 毎月恒例の海産市 伊勢志摩から直送された海産物をお楽しみいただけます。
●7月9日㈪9：00～14：00 Good Job喫茶 不定期開催の特別支援学校による喫茶 高等部の皆さんによる活動です。お好きなドリンクにお茶菓子がサービスされます。
●7月14日㈯～22日㈰ ラッピング作品展 ラッピングアトリエMrs.YOKOによる作品展　●7月20日㈮～22日㈰ ラックモリヤマ乾物販売
●7月22日㈰ 中庭ライブ「あゆレディー」 郡上のアユと平和を守る清流のアイドル「あゆレディー」によるライブ オリジナルご当地ソングも歌います。（※雨天決行）
●7月26日㈭・27日㈮、30日㈪（集合：9：00 解散：11：00） こども駅長体験 夏休みの特別企画 道の駅の駅長の仕事や、スタッフしか入れないバックヤードを
探検します。夏休みの思い出に、自由研究のひとつとしていかがでしょうか。（※参加費800円／お土産付）（※完全予約制）（※対象：小学生）

●7月28日㈯夕方～開催 中庭ライブ 郡上で活躍しているバンドメンバーによるコンサート 心地よい午後のひと時をお過ごしください。（※観覧無料）（※雨天中止）
▼7月8日㈰14：00～ 吉田豊氏 伝統芸能講演「地歌舞伎そして古典を語る」（※料金500円）（※先着50名様限定） コーヒー又は紅茶付き（古今伝授の里フィールドミュージアム内レストランももちどり）
▼7月21日㈯～9月2日㈰ 歌となる言葉とかたち展 歌人と造形作家がコラボレーションして１つの作品を創り上げる異色の現代アート展（※観覧無料）（古今伝授の里フィールドミュージアム）

35みのかも
TEL.0574-23-0066

●7月7日㈯、28日㈯ 能楽発表　●7月8日㈰ 里山プレーパーク 自然体験ワークショップや工作など実施
●7月16日（月・祝） バルーンアートのショー

▼7月29日㈰ 多治見市制記念花火大会（多治見市土岐川河川敷）

41夜叉ヶ池の里さかうち
TEL.0585-53-2262

▼7月28日㈯ 夜叉ヶ池伝説道中まつり

44月見の里南濃
TEL.0584-58-0258

●7月22日㈰ 「サマーフェスティバル」朝市・すいかの種とばし大会等

45柳津
TEL.058-388-8719

●7月8日㈰、22日㈰ やなちゃんマーケット

* * *
49美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●営業時間変更のお知らせ ～9月30日㈰8:30～19:00になります。
●7月8日㈰ フリーマーケット　●毎週金曜日 レストランモーニング サラダバー＆試食
●7月14日㈯・15日㈰、21日㈯・22日㈰9：00～17：00 すいか祭り

▼7月22日㈰ 曽代用水鮎すくいイベント（美濃市主催）

54清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●～7月7日㈯ 七夕まつり 短冊を飾ろう
●7月22日㈰ マスつかみサービスDAY

❶富士
TEL.0545-62-1118 * * *

▼7月22日㈰ 富士まつり2018（富士市役所前青葉通・中央公園）

❸花の三聖苑伊豆松崎
TEL.0558-42-3420

●7月28日㈯～8月20日㈪10：00～16：00 裏の河原で「鮎のつかみどり」の体験ができます。 
鮎はその場で塩焼きで食べられます。（料金1匹500円）

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●7月8日㈰（第2日曜日） 手揉み体験　●7月15日㈰（第3日曜日） 語り部の会話楽座
●7月22日㈰（第4日曜日） SUNSUNマーケット * * *

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●～10月14日㈰ きかんしゃトーマスフェア2018音戯の郷ゾーン ▼～10月14日㈰ きかんしゃトーマスフェア2018
　きかんしゃトーマス号・きかんしゃジェームス号の運行

10川根温泉
TEL.0547-53-4330

●7月21日㈯ 川根温泉ふれあいの泉開館20周年記念式典 お楽しみ抽選会他

* * *
11富士川楽座
TEL.0545-81-5555

●7月14日㈯ プラネタリウムわいわい劇場 リニューアルオープン ▼7月22日㈰ 富士まつり（富士市役所前青葉通・中央公園）

14伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●～9月30日㈰ マリにゃん夏のお楽しみスタンプラリー 4カ所でスタンプを捺印するイベントで、参加者には参加賞及び期間内に参加者に渡される応募用紙
によりプレゼントが当たる企画となります。（伊東マリンタウン内4カ所のスタンプコーナー）

●7月1日㈰～7日㈯11：00～15：00（※雨天時は閉門となり中止） 七夕イベント「幸せリボンに願いを」～お願い! マリにゃん～ 遊歩道で、幸せリボンに
　願いを託すイベントです。（遊歩道 幸せの風吹く伊東マリンロード）
●7月15日㈰13：00～ 第3回「じゃんけん王 決定戦」 トーナメント戦の文字どおりのじゃんけん大会 優勝者にはなんと「2万円相当の賞品」をプレゼント
　します！ 参加賞もあります！ （海側 観覧席前 ※荒天時はバザール棟2Fテラス）

▼7月1日㈰9：30～12:00 第63回松川タライ乗り競走 ユニークなタライに乗って川下り競争をします。（伊東松川河口付近）
▼7月21日㈯、29日㈰・30日㈪・31日㈫ 各日20：30～ 2018伊東温泉「夢花火」Part1～Part4（伊東海岸）
▼7月末～8月初旬 夏の観光イベントが多く開催されます。道の駅「伊東マリンタウン」からバスで5分ほどの伊東市街地及び伊東の海岸では、メインイベントで
ある8月10日㈮の按針祭花火大会まで様々な催しが開催されます。詳しくは、伊東市及び伊東観光協会のホームページでも紹介されております。（伊東市）

21すばしり
TEL.0550-75-6363

▼7月8日㈰ 富士駐屯地開設64周年記念行事（富士学校）
▼7月10日㈫ 富士山登山道須走口開山　マイカー規制スタート

23くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●7月8日㈰ 伊豆厳選市場『リアルマルシェ』
●7月15日㈰ 『たちばなAら』 橘を使った商品のフェア

▼7月21日㈯ 戸田港祭り

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●7月1日㈰～31日㈫ 道の駅七夕まつり～願い事を短冊へ～
　☆願い事を短冊に書いて飾る * * *

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

▼7月上旬（開花状況による） ラベンダーまつり 棚田に咲くラベンダーの摘取体験（道の駅イベント広場）
▼～7月7日㈯ 七夕フェア 短冊に願いを（道の駅一帯）

❼アグリステーションなぐら
TEL.0536-65-0888

●7月21日㈯ 夏まつり 流しそうめん ミニ五平もち

* * *
❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

●7月15日㈰8:30～10:00 産直部会によるスイカカットの振る舞い・販売　●7月21日㈯ JAあいち中央地域の特産品お値打ち販売
▼7月14日㈯～16日（月・祝）6：00に開園 早朝ハスまつり ハス花茶のふるまい、ハス池遊覧ツアー体験、象鼻杯体験など（安城産業文化公園デンパーク）
▼7月14日㈯～9月2日㈰ デンパーク「サマーフェスティバル」 アクアボールやパドルボートなどの水遊びイベント、企画展3Dお化け屋敷のヒミツなど（安城産業文化公園デンパーク）

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●7月8日㈰ 16周年祭  第2回水てっぽう大会・ミニ軽トラ市
●7月22日㈰（毎週第4日曜日） 模型鉄道定例走行会 無料で乗れます！
●7月29日㈰ タイラレーシング 出店予定

▼7月1日㈰ 設楽原決戦まつり 五平もち販売（設楽原歴史資料館）
　カラオケ大会 弁当販売（つくで交流館）
▼7月21日㈯ 和の蔵6周年祭 五平もち販売（新城市）
▼7月22日㈰ のんほいルロット100回記念 五平もち販売（新城市）

10立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

▼7月14日㈯・15日㈰ 平成30年蓮見の会 森川花はす田（｢道の駅｣隣接（すぐとなり））
▼7月15日㈰9:00～11:00 第4回フォトコンテスト 中日フォトメイツ3名来場（森川花はす田）

11あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●7月8日㈰（毎月第2日曜日） 「ロコの日」お買上先着100名様に切花プレゼント　
●7月15日㈰（毎月第3日曜日） 「ロコマルシェ」手作り雑貨の販売やワークショップなど開催　●7月21日㈯18:00～21:00 夜店 露店が並び菓子投げ等イベントも開催

12筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●7月28㈯・29日㈰ 夏のお買い得セール グリーンハウスみかん・すいか試食販売

* * *

13にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●毎朝7：45～ ラジオ体操で健康づくり ラジオ体操カード20ポイントで素敵なプレゼント  ●7月7日㈯・8日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売 土用の丑 予約販売会
●7月14日㈯～16日（月・祝） 夏休みフェアパート1 お楽しみ企画あり　●7月20日㈮・21日㈯ 三河一色産うなぎ蒲焼まつり 土用の丑本番 20日㈮ 予約受付中
●毎月24日 にしおの日 スタンプカードポイント2倍デー 500円で1ポイント、20ポイントで地元名産品プレゼント
▼～9月17日（月・祝） 西尾市岩瀬文庫企画展「明治150年 文明開化の音がする」(西尾市岩瀬文庫）　▼7月1日㈰～8月31日㈮ 海開き（宮崎、恵比寿、寺部、佐久島大浦海水浴場）
▼7月1日㈰ 平原の滝開き（平原の滝）　▼7月13日㈮～15日㈰ 西尾祇園祭（西尾駅西から歴史公園までの市街地一帯）　▼7月15日㈰ 天王祭り（佐久島 西地区津島神社）
▼7月28日㈯ 吉良花火大会（宮崎漁港）　YOMISEウキウキ通り2018（一色町銀座通り商店街）　▼7月29日㈰ ラッキーボール投げ（佐久島 大浦海水浴場）

14瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●7月1日㈰10:00～ パルティせと 1F出張販売　●7月3日㈫・17日㈫15:00～ おしゃべり簡単クッキング（せとめし食堂）　●7月15日㈰10:00（※雨天中止） 猿投市 出張販売（猿投温泉）
●7月21日㈯9:30～ 手作りクラフト 日本遺産瀬戸、椿の花を作りましょう（※参加費無料）　●7月22日㈰9:30～ 手作りクラフト 小物入れを作りましょう（※先着20名様 参加費無料）
●7月27日㈮～29日㈰ イオン新瑞橋店出張販売　●7月29日㈰9：00～12：00 軽トラ市　●7月29日㈰ 肉の日 瀬戸豚精肉、冷凍食品、ソーセージなど10%OFF 

15藤川宿
TEL.0564-66-6031

●7月6日㈮～8日㈰ スイカまつり　●7月21日㈯・22日㈰ サマーフェスタ
▼～8月末 岡崎ニューグランドホテル ビアガーデン　▼7月初旬 七夕かざりを作ろう岡崎市（南公園）
▼7月中旬 石垣市の観光と物産展（岡崎市 農遊館）　▼7月下旬 シビックセンター夏祭り　川まつり（伊賀川）

16もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 軽トラ市 スナックや雑貨等いろんなお店が並びます。
●毎週土曜日 夜鳴きラーメン 星空を見ながらのラーメンも美味しいよ！
●毎週土曜・日曜日・祝日 フリーマーケット アンティークな雑貨や手作り小物が並びます。
●不定期開催 大道芸 エンターティナー達のパフォーマンスをお楽しみください。

▼～9月23日（日・祝） 山フェスIN東栄町（集合場所：のき山学校等）
▼7月1日㈰ 設楽原合戦場祭り（設楽原歴史資料館前芝生広場など）
▼7月7日㈯（※小雨決行） 津具ほたる祭り（つぐ高原グリーンパーク）
▼7月29日㈰ 阿寺の七滝まつり（七滝前広場）

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●～7月7日㈯ 七夕飾り　●～7月17日㈫ 【展示】［波瀬駅］西村速雄写真展『波瀬で観る野鳥Ⅱ』写真展
●～7月24日㈫ 【展示】［飯高茶屋］飯高・飯南の風景写真展　●～7月27日㈮ 【展示】［交流館］第13回 絵画グループ「パレット」展
●～7月30日㈪ ［レストラン］7月の松花堂弁当　●～9月3日㈪ ［飯高茶屋］［波瀬駅］夏季限定 かき氷
●～9月6日㈭［レストラン］夏限定メニュー『凜夏（りんか）』 （価格：1,340円）　●～9月11日㈫ ［飯高茶屋］夏限定ランチ（価格：680円）
●～10月2日㈫ ［いいたかの湯］夏季限定 ひやし湯　●～11月30日㈮ ネットワークルート166スタンプラリー 166号線沿いにあるお店を巡って豪華賞品を当てよう！！
●7月1日㈰ ［いいたかの店］毎月1日 グリーンレシートキャンペーン 地域活性化のためにぜひご協力下さい！
●毎週水曜日 ［いいたかの店］水曜ありがとうDay 2,000円お買い上げごとにBOXティシュ1箱をプレゼント！ぜひ、お越し下さい！
●7月18日㈬ ［いいたかの店］サービスデー とっとき焼きねぎ地味噌100円引き　●7月19日㈭～9月11日㈫ 【展示】［波瀬駅］水彩画展
●7月24日㈫～ 飯高駅創業日 ［いいたかの店］特別記念きっぷ配布　●7月26日㈭～9月18日㈫ 【展示】［飯高茶屋］絵画2人展
●7月28日㈯・29日㈰ 飯高駅創業祭 ガラガラくじなど、楽しいイベント盛り沢山です！
●7月28日㈯～8月28日㈫ 【展示】［交流館］第6回 南出勝利写真展　●7月31日㈫～8月27日㈪ ［レストラン］8月の松花堂弁当

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼7月8日㈰11：00～日没 カモシカ音泉蚤の市　
▼7月11日㈬11：00～ 御在所ロープウエイ リニューアルオープン ①新型ゴンドラ10両導入（スイス製）②山頂 展望レストラン「ナチュール」オープン③山麓 
新店舗アウトドアショップ「モンベルルーム御在所店」オープン

▼7月14日㈯ 出発式 15日㈰・16日（月・祝）・21日㈯・22日㈰、28日㈯ 観光列車つどい 7月14日㈯を皮切りに近鉄名古屋駅から湯の山温泉駅まで走る観光列車
つどい。基本土日祝（お盆）運行。7月8月は謎解き列車として走ります。列車内では菰野町の産品販売もあります。終点の湯の山温泉駅では毎回菰野町の
振舞いやおもてなしがございます。

❻奥伊勢木つつ木館
TEL.0598-86-3229

●毎週土曜・日曜日8：00～11：00 大宮朝市 季節の新鮮な野菜、漬物など販売                                               
●7月21日㈯9：00～14：00 大紀楽市 大紀町産の特産物（野菜、魚など）を販売

▼7月1日㈰ おんべまつり 鮎を岩穴に投げ入れ、占う神事があります。（水戸神神社）
▼7月8日㈰ いそもんフェスタ 錦トロピカルガーデン海開き

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●新メニュー「味噌カツ丼」800円
●7月7日㈯10:00～13:00 地元農家さんによる茶倉朝市 * * *

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●7月8日㈰ 道の駅奥伊勢わいわい市～七夕イベント～
　流しそうめんの無料振舞い  わらび餅の無料振舞い  野菜詰め放題（1回100円）  名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

10美杉
TEL.059-275-0399

●7月1日㈰、15日㈰（第1・3日曜日） こけ玉つくり教室
●7月8日㈰、22日㈰（第2・4日曜日） 水彩画教室

11関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9:00～16:00頃 地元生産者による野菜の販売 ▼7月21日㈯・22日㈰ 関宿祇園夏まつり（関宿一帯）

17熊野・花の窟
TEL.0597-88-1011 * * *

▼7月15日㈰ ビアガーデン（花の窟神社前）

18熊野・板屋九郎兵衛の里
TEL.0597-97-0968

●7月上旬 夏メニュー始めます。
●7月1日㈰～31日㈫ 500円以上お買いものいただいた方に、入鹿温泉・湯ノ口温泉共通入浴割引券進呈

▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼

柳津

夜叉ヶ池の里さかうち

月見の里南濃

花の里いいじま

*
どんぐりの里いなぶ

馬瀬 美輝の里

織部の里もとす

南信州とよおかマルシェ

018（富士市役（富士市役

清流白川 クオーレの里

花の三聖苑伊豆松崎

くるら戸田

藤川宿

り（関宿 帯）り（関宿 帯）

美杉

熊野・花の窟

美濃白川
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❶日義木曽駒高原
TEL.0264-23-3644

●8月4日㈯ 2018木曽駒高原スイートコーンフェア
▼8月14日㈫15：00～21：00 木曽義仲旗挙げまつり＝伝統行事 「ラッポショ」「武者行列」「お笑いライブ」ほか（木曽町日義「木曽義仲ふるさと広場」周辺）
▼8月24日㈮～26日㈰ 2018（第44回）木曽音楽祭 「自然と音楽の調和」をテーマに多数の一流アーティストが奏でる名曲の数々
　44回目を迎える「小さな町の音楽祭」（木曽町日義「木曽文化公園・文化ホール」）

❸奈良井木曽の大橋
TEL.0263-52-0280（塩尻市役所）

▼毎年8月12日㈰ 夏祭り 鎮神社の夏祭りは永い歴史を誇る奈良井宿をあげての祭礼です。上町・中町・下町の各地区から若衆だけが集まり、笛、太鼓、三味
線などの楽器でお囃子（おはやし）を演奏しながらゆっくりと宿場町を下って行きます。

❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●～8月上旬 とうもろこし祭り
●～8月 果物祭り（桃）
●～8月6日㈪ 七夕 短冊に願い事を書いてみませんか？

▼8月13日㈪～16日㈭ 和合の念仏踊り（熊野神社・林松寺（阿南町和合））
▼8月14日㈫～16日㈭ 新野の盆踊り（阿南町新野）
▼8月26日㈰ 早稲田人形浄瑠璃（早稲田神社（阿南町西條））

10花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●8月4日㈯～12日㈰ 和のリサイクル展

* * *
14田切の里
TEL.0265-98-5525

▼8月12日㈰ いいじまはないち 新鮮な盆花を格安販売
▼8月下旬の土曜日 フェスティバル in 与田切 2018（お問い合わせ: 0265-86-6780）

15南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●レストランKitchenそらら木曜休み
●日程未定 夏祭り感謝祭　お盆市 * * *

16大芝高原
7月21日㈯オープン

●8月11日（土・祝） 森の木漏れ日マルシェ 軽トラック市 味工房前にて開催 ▼8月11日（土・祝） 芝フェス フラッグフットボール、マウンテンバイク、
ヨガ、スラックラインなど（大芝高原公園広場）
▼8月25日㈯ 大芝高原まつり（大芝高原地域一帯）

❷パスカル清見
TEL.0576-69-2321

●8月11日（土・祝）・12日㈰、18日㈯・19日㈰（第2・第3土曜・日曜日） サービスデー　●8月19日㈰（第3日曜日） せせらぎ街道の日

❹花街道付知
TEL.0573-82-2000

●8月13日㈪ つけち花火大会 迫力満点の『音』花火 その響きを全身で受け止めてみよう！
●8月14日㈫ つけち夢まつり 盛りだくさんのステージイベント 懐かしい味めぐりと、お子さんと楽しめる木工バザーを堪能してみませんか

▼例年8月15日㈬に満開！ 『ひまわりプロジェクト』 国道256号線
沿いの絶景ポイント！

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●8月初旬～8月末 感謝をこめて真夏のお茶の特売 1.ケバ茶 2.お茶詰め放題　●8月1日㈬～31日㈮ 8月は水曜日（定休日）も営業します。
●8月1日㈬～31日㈮（除くお盆期間8月11日（土・祝）～15日㈬） 親子であそぼう 金魚すくい、輪投げ、レーザーライフルなど縁日気分でエンジョイ
　採れたてきゅうり、トマトの丸かじり販売 
●8月6日㈪ ハムの日 感謝Day 白川ハム（ウィンナー含）のお得な限定商品販売
▼8月4日㈯ 17：00～ 清流白川夏祭り　20：30～ 花火（クオーレふれあいの里）
▼8月18日㈯16：00～ 白川北地区ふるさとまつり 盆踊り（道の駅ピアチェーレ第二駐車場）

10ロック・ガーデン ひちそう
TEL.0574-48-2511

●体験コーナーは終了いたしました。長年のご愛顧ありがとうございました。
●8月18日㈯ こどもえんにち

▼8月25日㈯ いこ舞ひちそう夏まつり（七宗町体育館）

25馬瀬 美輝の里
TEL.0576-47-2133 * * *

▼8月25日㈯ 第30回馬瀬川大花火大会（馬瀬中切地内）

27ひだ朝日村
TEL.0577-55-3777

▼8月11日（土・祝） 朝日ふるさと夏祭り（道の駅駐車場）

29織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●8月15日㈬ 臨時営業
●8月下旬 パン工房 新商品発売

▼8月2日㈭ 馬駆け祭り（長屋神社）
▼8月14日㈫（※増水時8月15日㈬）（※予定 小雨決行）
　第33回根尾盆踊り花火大会

31大日岳
TEL.0575-72-5007

●営業日変更のお知らせ 8月～11月 期間中は木曜日も営業を行い、無休とする。

34古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●8月8日㈬～22日㈬ スカイブルー洋画愛好会展示会 郡上市文化協会所属グループによる展示会 毎年開催される恒例の展示会
●8月11日（土・祝）～15日㈬ ラックモリヤマ乾物販売　●8月14日㈫ 火曜日ですが営業します。
●8月18日㈯・19日㈰ とんぼ玉制作体験 カラー・花パーツなど使用する材料はお好みでチョイスできます。講師作品の展示販売も同時に開催（※料金1400円～）
●8月20日㈪ 振替休館日　●8月23日㈭～29日㈬ 美術工作展示会
▼～9月2日㈰ 歌となる言葉とかたち展 歌人と造形作家がコラボレーションして１つの作品を創り上げる異色の現代アート展（※観覧無料）（古今伝授の里フィールドミュージアム）
▼8月7日㈫ 七日祭り 中世の郡上を治めた東一族が勧請した明建神社は700年以上の歴史を持ちます。この神社を舞台に、東氏が伝えたといわれる七日祭
（なぬかびまつり）が、毎年8月7日に奉納されます。（明建神社）
　薪能「くるす桜」 この公演は、歴史ある神社の拝殿を舞台にして行われる野外能で、毎年8月7日の「七日祭」の晩に奉納能として上演されます。樹齢数百年
といわれる杉木立にかこまれた静寂の中で、厳かに上演される能は、さながら額縁の絵を見ているかのような美しさがあります。（明建神社）
▼8月14日㈫ 郡上長良川夢花火 願い事や夢、メッセージを添えて花火を購入して頂き、郡上大和の花火師が打ち上げる花火大会です。約千発の花火が奥
美濃の清流長良川で打ち上げられ、山々に響く反響音とともに見応えがあります。（郡上市大和町長良川堤防沿い）

35みのかも
TEL.0574-23-0066

●8月5日㈰ 里山プレーパーク 自然体験ワークショップや工作など実施
●8月11日（土・祝）、25日㈯ 能楽練習

▼8月4日㈯ おん祭MINOKAMO夏の陣（木曽川緑地ライン公園）

37和良
TEL.0575-77-2353 * * *

▼8月14日㈫ ふるさと和良町納涼夏まつり

38うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

▼8月11日（土・祝） 根尾川花火大会（根尾川河畔藪川橋上流）
▼8月16日㈭ 大須の盆踊り（本巣市根尾下大須福寿寺）

45柳津
TEL.058-388-8719

●8月12㈰、26日㈰ やなちゃんマーケット ▼8月25日㈯ やないづ境川ふれあい夏祭り「花火大会」
　（緑道公園）

49美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●営業時間変更のお知らせ ～9月30日㈰8:30～19:00になります。
●8月1日㈬ 美濃市中日花火大会の為 営業時間21:00まで延長
●毎週金曜日 レストランモーニング サラダバー&試食　●8月19日㈰ フリーマーケット

▼8月1日㈬ 美濃市中日花火大会（長良川河畔美濃橋下流）
▼8月18日㈯・25日㈯ 曽代用水鮎すくいイベント（美濃市主催）

54清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●8月4日㈯ 清流白川夏祭り
●8月26日㈰ マスつかみサービスDAY　竹のクラフト体験と流しそうめん * * *

❶富士
TEL.0545-62-1118 * * *

▼8月16日㈭ 木島投げ松明（富士川河川敷木島グラウンド）

❸花の三聖苑伊豆松崎
TEL.0558-42-3420

●～8月20日㈪10：00～16：00 裏の河原で「鮎のつかみどり」の体験ができます。 鮎はその場で塩焼きで食べられます。（料金1匹500円）

❺いっぷく処横川
TEL.053-924-0129

●8月12日㈰ アユのつかみどり 特設のイケスでアユのつかみどり 幼児も可 料金（一尾300
円）遊ぶだけなら無料

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●8月12日㈰（第2日曜日） 手揉み体験
●8月19日㈰（第3日曜日） 語り部の会話楽座 * * *

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●～10月14日㈰ きかんしゃトーマスフェア2018音戯の郷ゾーン ▼～10月14日㈰ きかんしゃトーマスフェア2018
　きかんしゃトーマス号・きかんしゃジェームス号の運行
▼8月15日㈬ 徳山の盆踊り（浅間神社）

10川根温泉
TEL.0547-53-4330

▼8月15日㈬ 野守祭り 野守の池にて灯篭流しや花火大会を開催

11富士川楽座
TEL.0545-81-5555

●8月11日（土・祝） 楽座夜まつり ▼8月4日㈯ 富士川花火大会

14伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●～9月30日㈰ マリにゃん夏のお楽しみスタンプラリー 4カ所でスタンプを捺印するイベントで、参加者には参加賞及び期間内に参加者に渡される応募用紙
によりプレゼントが当たる企画となります。（伊東マリンタウン内4カ所のスタンプコーナー）

●8月4日㈯・5日㈰11：00～16：00（※雨天時は、中止） 「イエス！ バブリーズミュージック」 音楽イベント「ブリーズベイミュージック」と「バブル（泡）」のコラボ
レーションイベントです。（海側観覧席前）

●8月26日㈰13：00～ マリにゃんとじゃんけん大会 7月のじゃんけん王決定戦とは一味違うマリにゃんとの真剣勝負のじゃんけん大会。勝ち抜いた方には　
素敵なプレゼントが！（海側 太陽のステージ ※荒天時はバザール棟2Fテラス）

▼～8月初旬 夏の観光イベントが多く開催されます。道の駅「伊東マリンタウン」からバスで5分ほどの伊東市街地及び伊東の海岸では、メインイベントである
8月10日㈮の按針祭花火大会まで様々な催しが開催されます。詳しくは、伊東市及び伊東観光協会のホームページでも紹介されております。（伊東市）

▼8月2日㈭・3日㈮、6日㈪・7日㈫、16日㈭・25日㈯ 各日20：30～ 2018伊東温泉「夢花火」Part5～Part10（伊東海岸）
▼8月8日㈬19：30～ 松川灯篭流し＆打ち上げ花火（伊東松川＆伊東海岸）　▼8月10日㈮20：00～ 伊東市最大のイベント「按針祭打ち上げ花火大会」（伊東海岸）

23くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●8月12日㈰ 伊豆厳選市場『リアルマルシェ』
●8月19日㈰ 『たちばなAら』 

▼8月15日㈬ 戸田盆踊り 海上花火大会（戸田中央桟橋）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●8月1日㈬～7日㈫ 道の駅七夕まつり 7日㈫ 笹流し ☆願い事を飾った笹を川へ流します。

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所） * * *

▼8月15日㈬ 稲武祭り（稲武中学校グラウンド）

❼アグリステーションなぐら
TEL.0536-65-0888

●営業日変更のお知らせ 8月13日㈪ 臨時営業

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

●8月上旬～ 梨の販売開始（JAあいち中央）　●8月下旬（※予定） 露地いちじく出荷（JAあいち中央）
▼～9月2日㈰ デンパーク「サマーフェスティバル」 アクアボールやパドルボートなどの水遊びイベント、企画展3Dお化け屋敷のヒミツなど（安城産業文化公園デンパーク）
▼8月11日（土・祝）～9月2日㈰までの土曜・日曜日20:20～ 花火ショー（安城産業文化公園デンパーク）　▼8月12日㈰ ゆかたコンテスト（安城産業文化公園デンパーク）
▼8月17日㈮～19日㈰ パラグアイオニバスの葉に乗ろう！ 体重20kg以下のお子様対象（安城産業文化公園デンパーク）

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●8月26日㈰（毎週第4日曜日） 模型鉄道定例走行会 無料で乗れます！ ▼8月26日㈰ のんほいルロット 五平もち販売（新城市）

10立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

▼8月26日㈰～9月15日㈯ 開扉 勝軍延命地蔵尊御開帳
　17年に1度の御開帳 中開帳は9月2日㈰14：30～ 廿五菩薩･稚児行列開催（愛西市西條町二丁目73 ｢道の駅｣より車で15分）

11あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●8月12日㈰（毎月第2日曜日） 「ロコの日」お買上先着100名様に切花プレゼント
●8月19日㈰（毎月第3日曜日） 「ロコマルシェ」手作り雑貨の販売やワークショップなど開催

12筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●8月中旬 お盆セール お楽しみ抽選会＆子どもまつり開催

* * *

13にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●毎週土曜・日曜日 店頭屋台充実販売 えびせん、鮮魚、果物、乾物、たこ焼など　●8月4日㈯・5日㈰ 地元産梨フェア
●8月10日㈮～19日㈰ 夏休みフェアパート2 お盆用仏花、切花充実販売 帰省のお土産に地元名産品充実販売 夏休みお子様お楽しみ企画 めだかすくい、カブトムシ・クワガタ販売会他
●8月11日（土・祝）・12日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会　●8月31日㈮ 野菜の日感謝デー 産直野菜特売
▼～8月31日㈮ 海開き（宮崎、恵比寿、寺部、佐久島大浦海水浴場）　▼～9月17日（月・祝） 西尾市岩瀬文庫企画展「明治150年 文明開化の音がする」(西尾市岩瀬文庫）
▼8月5日㈰ サッカゲームPK戦（佐久島 大浦海水浴場）　はずストーンカップ（東幡豆漁港）
▼8月11日（土・祝） 2018ジョイントフェスティバル愛知「ぐっすり おやすみ」 海外劇団による、0歳から楽しめる演劇公演（一色地域交流センター）
▼8月14日㈫ 東の盆踊り（佐久島 大浦海水浴場）　西の盆踊り（佐久島 崇運寺）　貝吹のかぎ万燈（万灯山）
▼8月15日㈬ 米津の川まつり（矢作川米津橋下流）　▼8月16日㈭ 弁天祭り（佐久島 筒島）　▼8月22日㈬～25日㈯ ハワイアンフェスティバル（宮崎海水浴場）
▼8月26日㈰・27日㈪ 三河一色大提灯まつり（三河一色諏訪神社）

14瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●8月5日㈰9:30～ 手作りクラフト イカの壁掛け（※先着20名様 参加費無料） 10:00～ パルティせと 1F出張販売
●8月7日㈫・21日㈫15:00～ おしゃべり簡単クッキング（せとめし食堂）　●8月11日（土・祝）9:30～ 手作りクラフト 日本遺産瀬戸、椿の花を作りましょう（※参加費無料）
●8月12日㈰9:30～ 手作りクラフト フクロウを作りましょう（※先着20名様 参加費無料）　●8月15日㈬ 子供広場 プール、野菜釣りなど
●8月19日㈰9:30～ 手作りクラフト エコバックを作りましょう（※先着20名様 参加費無料）
●8月26日㈰10:00（※雨天中止） 猿投市 出張販売（猿投温泉）　●8月29日㈬ 肉の日 瀬戸豚精肉、冷凍食品、ソーセージなど10%OFF 

15藤川宿
TEL.0564-66-6031

●8月7日㈫～13日㈪ お盆のきり花
▼～8月末 岡崎ニューグランドホテル ビアガーデン　▼8月初旬 夏のげんきまつり（岡崎市げんき館）　▼8月4日㈯（第1土曜日） 花火大会（岡崎市）
▼8月4日㈯（第1土曜日とその前週） 岡崎城下家康公夏まつり（籠田公園周辺）　▼8月下旬 ぶどうフェア（農遊館）

16もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 軽トラ市 スナックやアクセサリー、植木も並ぶことがあります。
●毎週土曜日 夜鳴きラーメン 真夏も頑張ってやってます。
●毎週土曜・日曜日・祝日 フリーマーケット 骨董品やフィギアも手作りの物など何があるかはお楽しみ
●不定期開催 大道芸 世界チャンピオンの技を間近で見られるかも

▼～9月23日（日・祝） 山フェスIN東栄町（集合場所：のき山学校等）
▼8月13日㈪（※雨天順延） 新城納涼花火大会（桜淵公園内）

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●～8月27日㈪ ［レストラン］8月の松花堂弁当　●～8月28日㈫ 【展示】［交流館］第6回 南出勝利写真展　●～9月3日㈪ ［飯高茶屋］［波瀬駅］夏季限定 かき氷
●～9月6日㈭［レストラン］夏限定メニュー『凜夏（りんか）』 （価格：1,340円）　●～9月11日㈫ ［飯高茶屋］夏限定ランチ（価格：680円）　【展示】［波瀬駅］水彩画展
●～9月18日㈫ 【展示】［飯高茶屋］絵画2人展　●～10月2日㈫ ［いいたかの湯］夏季限定 ひやし湯
●～11月30日㈮ ネットワークルート166スタンプラリー 166号線沿いにあるお店を巡って豪華賞品を当てよう！！
●毎週水曜日 ［いいたかの店］水曜ありがとうDay 2,000円お買い上げごとにBOXティシュ1箱をプレゼント！ぜひ、お越し下さい！
●8月1日㈬ ［いいたかの店］毎月1日 グリーンレシートキャンペーン 地域活性化のためにぜひご協力下さい！
●8月13日㈪～15日㈬ ［いいたかの湯］お盆恒例 先着300名様『オリジナルタオルプレゼント』
●8月17日㈮ ［いいたかの店］サービスデー とっときみそ100円引き　●8月30日㈭～9月25日㈫ 【展示】［交流館］ 松阪市景観こども絵画展

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼8月5日㈰、11日（土・祝）・12日㈰・13日㈪・14日㈫・15日㈬、18日㈯・19日㈰、25日㈯・26日㈰ 観光列車つどい 7月14日㈯を皮切りに近鉄名古屋駅から湯の山
温泉駅まで走る観光列車つどい。基本土日祝（お盆）運行。7月・8月は謎解き列車として走ります。列車内では菰野町の産品販売もあります。終点の湯の山
温泉駅では毎回菰野町の振舞いやおもてなしがございます。

▼８月25日㈯ 湯の山温泉御縁日

❻奥伊勢木つつ木館
TEL.0598-86-3229

●毎週土曜・日曜日8：00～11：00 大宮朝市 季節の新鮮な野菜、漬物など販売
●8月18日㈯9：00～14：00 大紀楽市 大紀町産の特産物（野菜、魚など）を販売

▼8月14日㈫ 阿曽ふるさと夏祭り（阿曽湯の里）
▼8月15日㈬ 錦花火大会（大紀町錦魚港）

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●8月4日㈯10:00～13:00 地元農家さんによる茶倉朝市 ▼8月11日（土・祝）～16日㈭、土曜日17:00～21:00 茶倉ビアガー
デンinリバーサイド茶倉 飲み放題とBBQセット 宿泊とセット
で予約も歓迎です。

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●8月26日㈰ 道の駅奥伊勢わいわい市～夏野菜イベント～
　かぼちゃの冷製スープの無料振舞い  フルーツポンチの無料振舞い  夏野菜釣り（1回100円）  名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

10美杉
TEL.059-275-0399

●8月26日㈰ サンクスフェスタin道の駅美杉 日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて開催する年に1度の大感謝祭  福引抽選、ステージイベントや地域物産の販売など
▼8月25日㈯16：00～20：00（募集期間 7月9日㈪～8月3日㈮） 第6回夕涼みウオーク 都会では経験できないひと時の夕涼みはいかが 立ち並ぶ竹灯籠に
　照らされた田舎道 歩くたびに手持ち提灯が作る影が揺れ、いつのまにか見上げれば満天の星空が 夏の終わりに心がホッとするイベントです。
　（※参加費 2，000円（保険、夕食込み））（※先着50人）（問い合わせ先：美杉総合支所 ☎059-272-8085）（北畠歴史探索コース）

11関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9:00～16:00頃 地元生産者による野菜の販売 ▼8月18日㈯ 関宿納涼花火大会（鈴鹿川河川敷）

14あやま
TEL.0595-43-9955 * * *

▼8月1日㈬ 祇園祭「願之山踊り奉納」（陽夫多神社）

17熊野・花の窟
TEL.0597-88-1011 * * *

▼8月17日㈮ 熊野大花火大会（熊野市七里御浜海岸）

18熊野・板屋九郎兵衛の里
TEL.0597-97-0968 * * *

▼8月4日㈯ 紀和の火祭り（熊野市紀和町小川口）
▼8月17日㈮ 熊野大花火大会（熊野市七里御浜海岸）

中部ブロック「道の駅」連絡会事務局 NPO法人 大地とまちを創る匠たち　〒500-8367 岐阜市宇佐南4-8-16　昭和ビル内 （一財）地域総合研究所内　TEL.058-274-9555
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