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❺信濃路下條
TEL.0260-27-1151

●3月24日㈰ お客様感謝デー * * *
❻南アルプスむら長谷
TEL.0265-98-2955 * * * ▼3月24日㈰ 春の高校伊那駅伝（伊那市内）

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●3月8日㈮～10日㈰ 春蘭展示会
●3月21日（木・祝）～31日㈰ モンゴル毛織製品チャリティーバザー * * *

⓭木曽川源流の里　きそむら
TEL.0264-36-1050

●毎週木曜日 定休日
●3月中旬～12月中旬 10：00～16：30 ソフトクリームの販売を再開します。
●3月21日（木・祝） 臨時営業 * * *

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●～3月3日㈰ 雛飾り展示
●3月 kitchenそらら シェフ特製 季節のスイーツ販売
●3月上旬～ 四季彩市場 いちごフェア

▼～5月下旬 いちご狩り（豊丘村内「南信州とよおかマ
ルシェ」から受付場所まで車で3分・喬木村 「南信州と
よおかマルシェ」から受付場所まで車で10分）

⓱南信州 うるぎ
TEL.0260-28-1051 * * * ▼3月21日（木・祝） お練り祭り 太田稲荷神社の春の祭典に

奉納する伝統芸能（売木村役場～太田稲荷神社）

⓲歌舞伎の里大鹿
TEL.0265-39-2844

●～3月12日㈫ 食堂（おい菜）火曜日休業
●3月8日㈮・9日㈯ 星の観察会
●3月18日㈪～ 食堂(秋葉路)営業再開 * * *

❹花街道付知
TEL.0573-82-2000

●～4月 地元の里いもを練り込んだいももちの販売 ▼3月3日㈰ 東濃歌舞伎吉例公演
　（中津川市東美濃歌舞伎ホール）
▼3月下旬～4月上旬 付知川 堤防道路の桜並木が見頃

です。
▼3月25日㈪ 常磐座歌舞伎公演（中津川市高山・常磐座）

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●3月2日㈯・3日㈰ ひな祭り「がんどうち」体験 店内係員に「ひなさま、見しとくれ」
と声を掛ければ駄菓子つかみ取りにチャレンジ出来ます（小学生以下）。

●3月23日㈯～4月7日㈰ 桜の和菓子フェアー 桜を素材にした地元の和菓子を期
間限定販売

▼3月下旬～4月上旬 
　水戸野しだれ桜ライトアップ 
　※桜の見頃は白川町観光協会のHP内で
　　ご確認ください。
　（白川町水戸野「美濃白川」から車で10分）

⓬白川郷
TEL.05769-6-1310

●3月中旬～ 春のメニュー始めます。 * * *
⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里
TEL.0573-48-3366

●3月16日㈯～31日㈰ 店舗改装準備のため休館します。

⓱モンデウス飛騨位山
TEL.0577-53-2421

●3月2日㈯・3日㈰ スキーシーズン感謝デー 
　2日間リフト1日券、大人2,000円、子供・シニア1,000円で乗り放題！ リフト券ご購

入者には来シーズンの割引券をプレゼント！ 
　3日㈰ シーズン最終日は豪華賞品が当たるガラガラ抽選会や、つきたて餅の振

る舞いもあります。
* * *

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●3月1日㈮～26日㈫ しゅんこう和紙ちぎり絵展　●毎週日曜日 6次産業ブース もとすのジビエもん出店
●3月16日㈯ そば打ち体験特典デー　
●3月16日㈯～ 営業時間が変更になります。 8：30～17：00（施設により異なります。）
●3月30日㈯・31日㈰ リニューアル1周年祭開催

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●3月1日㈮ 特別支援学校によるGood job喫茶、特別支援学校による催事販売
●3月2日㈯ ハーバリウム体験教室　●3月9日㈯・10日㈰ ラックモリヤマ乾物販売、伊勢志摩海産市
●3月17日㈰ ピアノ発表会　●3月23日㈯・24日㈰ とんぼ玉体験教室
●3月30日㈯ 結婚式の為レストランおがたま貸切　●3月30日㈯・31日㈰ 絵馬展示販売

㊲和良
TEL.0575-77-2353 * * * ▼3月17日㈰ 受付朝5：00（道の駅「和良」） 第38回和良

川アマゴ釣り大会（和良川オートキャンプ場下流1㎞）

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

▼3月16日㈯・17日㈰ 第22回早春淡墨桜浪漫ウォーク
（尾張の国・一宮～美濃の国・根尾）

▼3月下旬～4月中旬頃（※未定） 淡墨桜 開花状況をご
確認ください。（根尾谷）

�志野・織部
TEL.0572-55-3017

●3月30日㈯・31日㈰ 屋外販売所 リニューアルイベント * * *
�柳津
TEL.058-388-8719

●3月10日㈰、24日㈰ やなちゃんマーケット
●3月30日㈯・31日㈰ 第14周年祭 * * *

㊼宙ドーム・神岡
TEL.0578-82-6777

●3月27日㈬～ ひだ宇宙科学館神岡ラボオープン * * *
�美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●2018年10月24日㈬「美濃市土産菓子コンテスト」開催されました。
　グランプリ・奨励賞2月1日㈮より「美濃にわか茶屋」で販売しています。
　※美濃市HPにてご覧いただけます。
●毎週金曜日9：00～11：00  レストランモーニング サラダバー&試食の日 地元農産物
●3月17日㈰（第3日曜日） フリーマーケット

▼3月10日㈰10：00～14：30 
　美濃クラシックカーフェスタ2019 
　うだつの上がる町並みの中を、クラシックカーがパ

レード&展示（道の駅「美濃にわか茶屋」から歩いて
10分）

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●3月23日㈯・24日㈰ マス釣りはじまりますイベント
●3月24日㈰ 薪割り体験&アウトドアランチ（※要予約）

▼3月下旬～4月7日㈰（※予定） 
　水戸野シダレザクラライトアップ（白川町水戸野）

木曽川源流の里　きそむら

織部の里もとす

上矢作ラ・フォーレ福寿の里

古今伝授の里やまと

南信州うるぎ

信濃路下條

うすずみ桜の里・ねお

柳津
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�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●3月 ベーカリーコーナーにて新商品多数（ベーコンポテトクロワッサン・メンチ
カツカレーパン・ショコラデニッシュなど）

●毎週日曜日（※野菜の入荷次第で開催） 野菜詰め放題（※有料）
●3月3日㈰～4月30日（火・祝） 春フェアー開催

* * *

❶富士
TEL.0545-62-1118 * * * ▼～4月14日㈰ 絶景★富士山 まるごと岩本山・岩本山公園

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●3月10日㈰ 手揉み体験　●3月17日㈰ 語り部の会 話楽座
●3月24日㈰ SUNSUNマーケット * * *

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●3月9日(土)～3月24日(日) 『おとぎスプリングフェスタ2019』 宝石さがし、鉄道迷路、鉄道おもちゃ、ミニコンサート等を予定
※詳細は、HPからご確認ください。

▼3月9日㈯・10日㈰ 『SLフェスタin千頭』 SL大集合、鉄道ものまね芸人、ラジオ生放送等を予定。※予告なく内容が変更になる場合があります。
（大井川鉄道千頭駅・「奥大井音戯の郷」の2カ所で開催）

▼3月10日㈰ 『お堂でお茶会&癒しの音楽』（川根本町内）
▼3月17日㈰ 『ゼロからのMyテーブルづくり（全5回）Season2』 （川根本町内）
▼3月24日㈰ 『くのわき・花桃の宴 ～地域住民とお花見しませんか？～』 （川根本町内）
上記3イベント※事前予約制。詳しくは一般社団法人エコティかわね（0547-58-7000）まで。詳細は、HPからご確認ください。

❾朝霧高原
TEL.0544-52-2230

●3月中旬頃（※予定） 【アイス工房にて】いちごのアイス販売
●3月下旬（※予定） 【野菜直売所にて】芝川の竹の子販売 * * *

❿川根温泉
TEL.0547-53-4330

●3月23日㈯・24日㈰ 茶ービスエリア お茶に関するイベント開催 ▼3月23日㈯～４月7日㈰ 桜まつり（川根町家山川付近
（桜トンネルほか）、道の駅「川根温泉」から車で5分）

⓭天竜相津花桃の里
TEL.053-923-2339

●3月10日㈰～17日㈰ 花桃まつり
　500円以上お買上げで花桃の枝1枝プレゼント！※なくなり次第終了 

10日㈰ しし汁サービス　17日㈰ 甘酒サービス　10日㈰、17日㈰ 串芋販売　
　11日㈪、13日㈬、16日㈯ 五平餅販売

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●3月3日㈰ 12：30受付開始／13：00イベント開始／15：00受付終了 
　「和菓子つくりませう」 和菓子屋いっしんによるねりきりの手作り体験。（※参加

費無料、バザール棟2階海辺の食卓にて）
●3月30日㈯10：00～12：00 「サクラ交流会」 伊東市と豊島区の交流イベント、よ

さこいやダンスの音楽イベント（※観覧無料、施設海側観覧席にて）
●3月30日㈯10：00～なくなり次第終了 「ひものの素揚げ無料配布」 
　先着400名様に、アジの干物をその場で素揚げにしたものをプレゼント（施設

海側観覧席付近にて）
●3月31日㈰10：30～14：00 「サクラ交流会」 伊東市と豊島区の交流イベント、よ

さこいやダンスの音楽イベント（※観覧無料、施設海側観覧席にて）

▼3月3日㈰ 第16回 東海館まつり～和文化の共演～（伊
東温泉観光・文化施設 東海館にて）

▼3月中旬～4月上旬 第42回 伊豆高原桜まつり（伊豆高
原地区にて）、伊東松川灯りの小径（松川遊歩道にて）

▼3月下旬～4月上旬 さくらの里夜桜観賞会（大室山麓 さ
くらの里にて）

⓱ふじおやま
TEL.0550-76-6600

●3月10日㈰ 富士おやまキャンペーン 観光協会・商工会・道の駅ふじおやま三者共催
　①ステージイベント(太鼓等） ②イベント広場での飲食販売

⓲潮見坂
TEL.053-579-3600

●3月31日㈰ 道の駅13周年祭 * * *
㉓くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●毎週日曜日 繋げようライブの輪♪くるら毎週日曜ライブ
●3月23日㈯ 小さな駅の祭典♪「リトルくるフェスタ」　●3月24日㈰ 深海魚大学 * * *

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●～4月30日（火・祝） 【SpokeCafe】紅ほっぺを使った『プレミアムいちごクレープ』期間限定販売中！（価格：800円）
　【いず鮨】『平日限定ランチ』定食・丼各3種ご用意してお待ちしております。（価格：980円）※18：00以降宴会ご予約承り中
●3月2日㈯・3日㈰10：00～15：00 【イベント】函南ブランドフードフェスタ 函南町のうまいっ！が大集合！（コミュニティ広場）
●3月4日㈪～29日㈮ 【KISETSU】『青春トマボナーラ』平日のみ数量限定で販売！ 営業時間9：00～22：00に延長※月・火曜日は～18：00
●3月24日㈰11：00～14：00 【イベント】伊豆ゲートウェイ函南 春のよさこい祭り
　沼津市が誇る全国屈指のよさこいの祭典「よさこい東海道」の出場チームがリレー形式でコニュニティ広場を練り歩きます。

▼～3月11日㈪ かんなみの桜まつり（畑毛せせらぎ公園内）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●平成31年2月3日㈰、来場者数60万人を達成しました（平成27年4月のリニューア
ルオープン後）

●3月3日㈰～4月3日㈬（毎週水曜日定休日以外開催） 
　道の駅案内所にて土雛展示、来館者の皆さまへ甘酒サービス

▼3月3日㈰ 茶臼山高原スキー場感謝デー お菓子まき
や宝探しの無料サービス（茶臼山高原スキー場）

▼3月16日㈯ 星のソムリエによる星空観察会 星のソム
リエの解説を聞きながら、美しい星空を楽しむ月1回
だけの観察会。※予約不要（休暇村茶臼山高原）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

▼～4月3日㈬ ひな祭り（どんぐり工房）・いなぶ旧暦のひな祭り（道の駅「どんぐりの里いなぶ」周辺～旧街道沿い）
▼～4月7日㈰ いなぶジビエグルメ街道スタンプラリー 主催：いなぶジビエグルメ街道推進委員会 お問合せ：「どんぐりの里いなぶ」
▼3月30日㈯～4月14日㈰ いなぶ桜まつり 桜が開花中はライトアップがあります。（稲武町瑞龍寺（ずいりょうじ））

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼3月16日㈯～5月26日㈰ 「フラワーフェスティバル」（安城産業文化公園デンパーク）
▼3月23日㈯・24日㈰ デンパーク「桜まつり」 ※夜間入園無料（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

●3月4日㈪～8日㈮ 改修工事の為、休業します。
●3月9日㈯ リニューアルオープン
●3月17日㈰ タイラレーシング展示会
●3月24日㈰、31日㈰ マウンテンバイク教室

▼3月9日㈯ 新城市観光PRイベント 
　体験コーナーにつくで手作り村も参加（岡﨑SA）
▼3月10日㈰ 黒田 菜の花まつり 
　つくで手作り村も五平もち出店販売（新城市黒田）
▼3月16日㈯・17日㈰ 新城ラリー（新城市）
▼3月23日㈯ OSJトレイル 
　つくで手作り村も五平もち出店販売（県民の森）
▼3月24日㈰ のんほいルロット 
　つくで手作り村も五平もち出店販売（新城市）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●3月23日㈯ 1,000円以上お買い物されたお客様に「れんこんつめ放題」に参加頂けます。
●3月24日㈰ 「第7回れんこん料理コンテスト」 6チームでれんこん料理の対決をして頂きます。お客様の投票でグランプリが決定　　

⓫あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●3月17日㈰、23日㈯・24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

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●3月2日㈯ 西尾製粉 味噌煮込みうどん、うどん、きしめん即売会
●毎週月曜日 ほうろく屋 地元の豚肉を使ったメンチカツ販売
●毎週木曜～日曜日 一色漁港より直送、三河湾で水揚げされた新鮮魚介類販売
●3月8日㈮9：00～11：00 第21回岡ノ山グランドゴルフ大会
●3月10日㈰（毎月10日） 生シボリオレンジの日 100円引き
●3月16日㈯ パイミート 西三河の大豆を使った重鎮豆腐の販売
●3月18日㈪～24日㈰ お彼岸フェア 仏花・切花充実販売和菓子販売会
●3月22日㈮9：00～11：00 第22回岡ノ山グランドゴルフ大会
●3月23日㈯ かねまさ 練り物販売会

▼～4月14日㈰ 岩瀬文庫企画展「こんな本があった！
　～岩瀬文庫平成悉皆調査中間報告展16～
　（西尾市岩瀬文庫）
▼3月10日㈰ 連続講座「なぜ、三河か？～三河国の原像

を探る～」（西尾市岩瀬文庫）

伊東マリンタウン

天竜相津花桃の里

つくで手作り村

にしお岡ノ山
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⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●3月23日㈯・24日㈰ 西尾の抹茶無料呈茶会 地元中学生茶道部お点前会開催
　三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会（今シーズン初）
　10：00～13：00 BBQ体験教室（先着30名様）
●毎月24日 にしお岡ノ山の日 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がもらえます。
●3月31日㈰10：00～15：00 （森の時間主催）プレパーク

▼3月24日㈰ 特別講座「今年度の調査からわかったこと 
Vol.16」（西尾市岩瀬文庫）

▼3月30日㈯・31日㈰ 矢田のおかげん（養寿寺）、西尾
六万石桜まつり（西尾駅西の市街地一帯）

⓮瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●3月10日㈰9：30～14：00 手作りクラフト クレープクラフトで春の花作り
●3月21日（木・祝）～24日㈰ 8周年祭！！ 瀬戸しなのオリジナルメニュー キッチンカー販売
　21日（木・祝）・22日㈮ 前日祭！　・富山物産展　・道の駅「平成」きのこフェア
　23日㈯・24日㈰ ありがとう8周年祭！　・東松山支援ブース（焼き牡蠣等）　・道の駅交流市場（5つの道の駅出店）　・軽トラ市
　23日㈯10：00～ 餅つき&振る舞い餅、24日㈰13：00～ ビンゴゲーム（店内お買上げ先着100名様）　など催し物い～っぱい♪

▼3月21日（木・祝）～24日（日） 春休みロボットワークショップ※未就学児・小学・中学生対象（瀬戸蔵）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●3月1日㈮～ 道の駅藤川宿内「軽食コーナー」
　・旬野菜カレー　・春の彩り御膳　・春来た丼　・醤油ラーメン
　以上4品を3月1日㈮から始めます。

▼3月下旬～4月上旬 『桜祭り』 約800本のソメイヨシノ
が、岡崎城のある岡崎公園一帯と伊賀川堤を中心に
咲き誇ります。 桜まつり期間中には夜桜照明が実施
され、その情景は東海随一といわれています。

　『奥山田のしだれ桜』 1,300年前に持統天皇がお手植
えされたと伝えられるエドヒガンの逸品で、市の天然
記念物に指定されています。高さ17ｍから流れ落ち
るように咲き誇る淡紅白色の花は、多くの花見客を魅
了します。

　『岡崎城下舟遊び』 東海随一の桜を舟の上から楽し
めます。 夜桜宴会やお花見ランチなど、川面に揺られ
ながら優雅なお花見はいかがでしょうか。

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 軽トラ市 スナックや皮小物、電子タバコ等いろんなお店が並びます。
●毎週土・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。
●毎週土曜日18：00～21：00頃 夜鳴きラーメン まだまだ寒いです、温かくしてお

越しください。
●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。
●3月9日㈯ 第9回もっくる結いの市 素敵なハンドメイド雑貨販売や体験など
●3月10日㈰ 復興市 東日本大震災を風化させない、買って応援！
●3月23日㈯・24日㈰ 開駅4周年祭 今年も楽しいイベントでお客様をお迎えします。

▼3月1日㈮～27日㈮ 川売梅花まつり（新城川売地区）
▼3月16日㈯・17日㈰ 新城ラリー（新城総合公園周辺）
▼3月28日㈭～4月11日㈭ 新城さくらまつり（桜渕公園）

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●～3月12日㈫ ［飯高茶屋］『冬限定ランチ』（価格：680円）、【展示】［波瀬駅］アサギマダラ写真展
●～3月25日㈪ ［レストラン］『3月の松花堂弁当』（価格：990円）　●～4月16日㈫ 【展示】［飯高茶屋］嵐書道教室生徒作品展　
●3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ください！
●3月1日㈮～31日㈰ 日帰りバス旅行キャンペーン　●3月1日㈮～5月30日㈭ ［レストラン］『春限定メニュー』（価格：1,340円）
●3月7日㈭～26日㈫ 【展示】第8回 山本長（まさる）絵画作品展　●3月14日㈭～5月14日㈫ 【展示】［波瀬駅］第4回 大野弘写真展　
●3月14日㈭～6月11日㈫ ［飯高茶屋］『春限定ランチ』（価格：680円）　●3月15日㈮～17日㈰ ［いいたかの湯］回数券キャンペーン　
●3月26日㈫～4月29日（月・祝） ［レストラン］『4月の松花堂弁当』（価格：990円） 
●3月28日㈭～4月23日㈫ 【展示】第8回 神戸公民館・万遊会作品展

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼～3月25日㈪ 毎年恒例、冬限定のタオル付き湯の山温泉わくわく温泉チケット500円を販売中！ 10施設のうちお好きな温泉宿がご利用で
きます。利用時間、定休日はお宿によって異なりますので事前にご確認ください。寒い冬はほっこりと温泉に入って身も心も癒しませんか。
道の駅菰野も販売中！（お問合せ：湯の山温泉協会 TEL 059-392-2115／10：00～16：00（定休日 水曜日））

▼～3月25日㈪ 湯の山温泉開湯1300年記念温泉スタンプラリー 湯の山温泉11施設の内、3か所以上のスタンプを集めた方にステキな商品
をプレゼントします。わくわく温泉チケットを使ってスタンプを集めて頂くとよりお得にスタンプを集めて頂く事ができます。（お問合せ：湯
の山温泉協会 TEL 059-392-2115／10：00～16：00（定休日 水曜日））

▼3月16日㈯ 湯の山温泉駅南側に自然共生型アウトドアパークフォレストアドベンチャー湯の山がオープン致します。 ここでは誰もが【真剣に
楽しむ】ことができます。【大人は子供にかえり、子供は大人になる。】ここでしかできない体験です。

▼3月17日㈰ 16：00～ 新名神高速道路・新四日市JCT～亀山西JCT間開通

❸紀宝町ウミガメ公園
TEL.0735-33-0300

●3月12日㈫ ウミガメプール掃除　●3月13日㈬ 保育所遠足 ▼3月31日㈰ 手作り体験&マルシェ in 熊野川ドーム

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●毎週日曜日11：00～14：30ラストオーダー／15：30閉店 季節のビュッフェ 約30
種類の料理をご用意しております。　

●3月10日㈰10：00～15：00 みはま元気まつり みかんや野菜を販売してます。

❻奥伊勢木つつ木館
TEL.0598-86-3229

●毎週土・日曜日8：00～11：00 大宮朝市 
　「瀧原芋」期間限定販売、季節の新鮮な野菜・漬物など販売
●3月16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

▼3月30日㈯ 錦漁港 ぶりまつり

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●3月2日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売 ▼3月10日㈰ 恋活in飯南（リバーサイド茶倉）
▼3月30日㈯・31日㈰ エドヒガンさくらまつり（春谷寺・

飯南町波留）

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●3月17日㈰ 道の駅奥伊勢わいわい市 ～ひな祭りイベント～　
　・ひなカップ寿司の無料振舞い　・いちごの甘酒の無料振舞い
　・野菜釣り／1回100円　・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

▼3月3日㈰ 大台アウトドアフェスティバル2019～山イベン
ト～（奥伊勢フォレストピア）　

▼3月17日㈰ 残雪の迷岳登山（集合・解散：奥伊勢フォレストピア）
▼3月18日㈪ 柳原おはこ市※毎月18日（柳原観音）
▼3月27日㈬～29日㈮ 春の冒険わくわくキャンプ（自然学校）
▼3月31日㈰ 北総門山半日登山（昼食付）
※地域のイベントは全て大台町で行われます。詳細につ

きましては、大台町役場へお問合せください。

⓫関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売 ▼～3月3日㈰ 東海道のおひなさま（亀山宿・関宿一帯）

⓮あやま
TEL.0595-43-9955

●3月1日㈮～ 営業時間が変更になります。 9：00～18：00 * * *

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●毎週金曜日13：00～ 白塚漁港直送! 魚介類詰め放題実施（※無くなり次第終了）
●3月2日㈯7：00～ よっちゃんキムチセット限定販売
●3月2日㈯、23日㈯9：00～13：00 白塚水産加工組合 青柳御飯試食販売（※無く

なり次第終了）
●3月3日㈰10：00～15：00 真弓みかん園みかん試食販売会 
　人と自然にやさしい、みえの安心食材に認定されたみかん
●毎週火・水曜日 くらしょう 鮮魚販売（※無くなり次第終了）
●毎週木曜日 内山商店 鮮魚販売（※無くなり次第終了）
●3月9日㈯11：00～ 産直野菜詰め放題（※無くなり次第終了）
●3月10日㈰、24日㈰11：00～ モチモチコーヒーゼリー試食販売（※無くなり次第終了）
●3月14日㈭～17日㈰10：30～ 内山商店 新物 生わかめ、あおさ他対面販売（※無くなり次第終了）
●3月24日㈰ 道の駅津かわげポイントカードポイント2倍デー 24（つし）にちなん

で500円ご購入ごとに1ポイント付与を2倍にいたします。

▼3月2日㈯・3日㈰ 津・大門のおひなさん2019 
　ひなまつりイベント（津観音・だいたて商店街）
▼3月9日㈯11：00～24：00（※お店によって異なります） 

津ぅのドまんなかバル 食べて飲んでのお店めぐりイベ
ント！ 参加店は、レストラン・お寿司屋さん・居酒屋から
和菓子店、鮮魚店、雑貨店などなど…（大門地域一帯）

藤川宿

もっくる新城

津かわげ

パーク七里御浜

奥伊勢おおだい
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❻南アルプスむら長谷
TEL.0265-98-2955

▼4月1日㈪～30日（火・祝）（※見頃は4月上旬から4月中
旬） 高遠城址さくら祭り（高遠城址公園）

▼4月下旬（※予定） 南アルプス林道バス開山式
　（南アルプス林道バス乗り場（仙流荘前））

❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●4月～5月 春の山菜祭り　●4月中旬 18周年祭
* * *

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●4月13日㈯・14日㈰ 手仕事クラフト市　
●4月26日㈮～5月6日（月・振休） フェアトレード&エコロジー展 * * *

⓭木曽川源流の里　きそむら
TEL.0264-36-1050

●4月 木曜定休日 ▼4月下旬～10月下旬 こだまの森オープン

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●4月 kitchenそらら シェフ特製 季節のスイーツ販売　
●4月上旬～ 四季彩市場  タケノコ販売
●4月中旬～ 四季彩市場  山菜販売　
●4月27日㈯～5月6日（月・振休） 南信州とよおかマルシェ 開駅1周年記念祭

▼4月上旬 笹見平の枝垂れ桜（豊丘村内「南信州とよ
おかマルシェ」から車で15分）

　大柏のスイセン畑（豊丘村内「南信州とよおかマル
シェ」から車で10分）

▼4月上旬～中旬の土・日曜日 屋台獅子 奉納
　（村内神社 祭礼）
▼4月下旬～5月上旬 たけのこ狩り（豊丘村内「南信州

とよおかマルシェ」から受付場所まで車で3分）
▼～5月下旬 いちご狩り（豊丘村内「南信州とよおか

マルシェ」から受付場所まで車で3分・喬木村 「南信
州とよおかマルシェ」から受付場所まで車で10分）

⓲歌舞伎の里大鹿
TEL.0265-39-2844 * * *

▼4月13日㈯ 桜祭り（大西公園）
▼4月19日㈮・20日㈯ 夜桜ウォーキング（仮）
　（大西公園周辺）

❹花街道付知
TEL.0573-82-2000

●～4月 地元の里いもを練り込んだいももちの販売 ▼～4月上旬 付知川 堤防道路の桜並木が見頃です。
▼4月13日㈯ 付知峡山開き祭（付知峡不動滝駐車場）
▼4月20日㈯・21日㈰ 護山神社 春季例大祭

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●4月20日㈯・21日㈰ 「よいいち」OPEN 一周年記念キャンペーン 
　お得な美濃白川茶、白川ハムの詰合せセット限定販売

▼4月初旬 
　水戸野しだれ桜ライトアップ 
　※桜の見頃は白川町観光協会のHP内で
　　ご確認ください。
　（白川町水戸野「美濃白川」から車で10分）

⓱モンデウス飛騨位山
TEL.0577-53-2421

▼4月3日㈬ 飛騨生きびな祭 飛騨一円より選ばれた
未婚の女性が、平安朝を偲ばせる装束を身にまと
い、きらびやかな生きびな様に扮して神前奉仕と周
辺を練り歩きます。（飛驒一宮水無神社）

㉗ひだ朝日村
TEL.0577-55-3777 * * *

▼4月21日㈰ みずばしょう祭り（美女高原キャンプ場）

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●4月6日㈯～14日㈰ 春フェアー開催
●毎週日曜日 6次産業ブース もとすのジビエもん出店
●4月20日㈯ そば打ち体験特典デー

▼4月7日㈰（※予定） 谷汲さくらまつり
　（谷汲山華厳寺の門前駐車場）

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●4月13日㈯・14日㈰ 伊勢志摩海産市
●4月27日㈯～29日（月・祝） とんぼ玉展示販売、中庭マルシェ
●4月27日㈯～5月6日（月・振休） 中庭ライブ
●4月27日㈯～5月13日㈪ ウエディング写真展
●4月30日（火・祝）～5月1日（水・祝） 絵馬展示販売

▼4月20日㈯ 花の宴コンサート（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）

▼4月20日㈯・21日㈰ ゆきばた椿まつり
　（古今伝授の里フィールドミュージアム）

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430 * * *

▼～4月中旬頃（※未定） 淡墨桜 開花状況をご確認下
さい。（根尾谷）

�柳津
TEL.058-388-8719

●4月14日㈰、28日㈰ やなちゃんマーケット ▼4月7日㈰ カラタンウオーク（周辺境川遊歩道）

�美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●2018年10月24日㈬「美濃市土産菓子コンテスト」開催されました。
　グランプリ・奨励賞2月1日㈮より「美濃にわか茶屋」で販売しています。
　※美濃市HPにてご覧いただけます。
●毎週金曜日9：00～11：00 レストランモーニング 
　サラダバー&試食の日 地元農産物　
●4月21日㈰（第3日曜日） フリーマーケット

▼4月13日㈯・14日㈰ 美濃まつり
　（うだつの上がる町並み一帯、道の駅「美濃にわか

茶屋」から歩いて10分）

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●4月27日㈯～5月6日（月・振休） マス釣りサービスイベント
●4月28日㈰  マスつかみサービスDAY
●4月29日（月・祝） ワクワク公園スプリングフェスタ

▼～4月7日㈰（※予定） 
　水戸野シダレザクラライトアップ（白川町水戸野）

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●4月 ベーカリーコーナーにて新商品多数（ベーコンポテトクロワッサン・メンチ
カツカレーパン・ショコラデニッシュなど）

●～4月30日（火・祝） 春フェアー開催
●毎週日曜日（※野菜の入荷次第で開催） 野菜詰め放題（※有料）

▼4月7日㈰（第1日曜日） 来振神社（きぶりじんじゃ）大
祭 200年ほど前から始まり、奉納太鼓や来振ばやし
を披露する。

❶富士
TEL.0545-62-1118 * * *

▼～4月14日㈰ 絶景★富士山 まるごと岩本山・岩本
山公園

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●4月20日㈯ 川根茶の日
●4月21日㈰ 語り部の会 話楽座 * * *

❼天城越え
TEL.0558-85-1110

●4月27日㈯～5月6日（月・振休） しゃくなげ祭り

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●4月27日㈯～5月6日（月・振休） 『おとぎGWフェスタ2019』 宝石さがし等を予定。
　※詳細はHPからご確認ください。 * * *

美濃にわか茶屋

モンデウス飛騨位山

南信州とよおかマルシェ

南アルプスむら長谷

フォーレなかかわね茶茗舘

天城越え
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❿川根温泉
TEL.0547-53-4330

●4月2日㈫ 桜まつり期間中につき営業します。
●4月9日㈫ 休館日
●4月13日㈯・14日㈰ 川根路そば祭り

▼～4月7日㈰ 桜まつり（川根町家山川付近（桜トンネ
ルほか）、道の駅「川根温泉」から車で5分）

⓭天竜相津花桃の里
TEL.053-923-2339

●4月4日㈭～ とんかつ定食開始!
* * *

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●4月20日㈯9：00～18：30・21日㈰9：00～18：00 
　「ガラポン抽選会withSNSでマリンタウン紹介」
　期間中、マリンタウン施設内でご利用のレシート3,000円ごとに1回抽選。さら

に、マリンタウンについてSNSで紹介していただいた方は追加で1回抽選（バ
ザール棟2階海辺の食卓にて）

▼～4月上旬 
　第42回 伊豆高原桜まつり（伊豆高原地区にて）
　伊東松川灯りの小径（松川遊歩道にて）
　さくらの里夜桜観賞会（大室山麓 さくらの里にて）
▼4月29日（月・祝）～5月5日（日・祝） 小室山公園つつじ祭り

（小室山公園つつじ園にて）

㉓くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●毎週日曜日 繋げようライブの輪♪くるら毎週日曜ライブ ▼4月4日㈭ 諸口神社祭典

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●平成31年2月3日㈰、来場者数60万人を達成しました（平成27年4月のリニュー
アルオープン後）

●4月13日㈯・14日㈰ 道の駅春まつり4周年記念祭
　・おったまげ市場　・お餅つき（つきたてのお餅が食べられます）　
　・何でも詰め放題 1回300円～　・駅長とのじゃんけん大会　
　・お楽しみ抽選会

▼4月20日㈯、29日（月・祝） 茶臼山高原の山菜を天ぷら
や草もちにして食べよう！ 春の野山を散策しながら、
山菜採りを楽しみ、天ぷらや草餅にして食べます。

（※要事前申込、有料）（グリーンステージ花の木）
▼4月下旬から随時募集 山菜（わらび）採り体験イベント
　わらびを中心とした山菜を採りに行きます。※要事

前申込、有料（あさがね農園）
▼4月27日㈯ 星のソムリエによる星空観察会 
　星のソムリエの解説を聞きながら、美しい星空を楽

しむ月1回だけの観察会（※予約不要）（休暇村茶臼
山高原）

▼4月28日㈰ 星空カフェ「てんくう」月1日限定オープン  
標高1200ｍ以上！ 星のソムリエと星座や惑星を観
察したり、銀マットに寝転びながら夜空を見上げた
り、コーヒーを飲みながらのんびりと星を眺めたり
と、満天の星空を存分にお楽しみいただけます☆

（茶臼山高原第2駐車場・星空カフェ「てんくう」）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●4月7日㈰ 周年祭
* * *

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

▼～4月3日㈬ ひな祭り（どんぐり工房）・いなぶ旧暦の
ひな祭り（道の駅「どんぐりの里いなぶ」周辺～旧街
道沿い）

▼～4月7日㈰ いなぶジビエグルメ街道スタンプラリー 
主催：いなぶジビエグルメ街道推進委員会 お問合
せ：「どんぐりの里いなぶ」

▼～4月14日㈰ いなぶ桜まつり 桜が開花中はライト
アップがあります。（稲武町瑞龍寺（ずいりょうじ））

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

●4月20日㈯・21日㈰ 産直センター道の駅 18周年セール
* * *

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●4月6日㈯ ムサシ 松きのこ試食販売 ▼4月6日㈯・7日㈰ 桜まつり 
　つくで手作り村も五平もち出店販売（藤ヶ丘）
▼4月28日㈰ のんほいルロット 
　つくで手作り村も五平もち出店販売（新城市）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●4月20日㈯・21日㈰（※予定） イチゴフェア
* * *

⓫あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●4月21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

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●4月上旬 開駅10周年記念イベント 2019年4月当駅が開駅してまる10年を迎え
ます。たくさんのお客さまに支えられて10年を迎えられたことを感謝し、開駅
10周年記念イベントを開催します。野菜たっぷり汁のふるまいや、新鮮な農
産物が更にお値打ちになるなど、さまざまなイベントを予定しております。

▼4月上旬 幸田文化公園
　（幸田町大字芦谷字蒲野25-1）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●毎週月曜日 ほうろく屋 地元の豚肉を使ったメンチカツ販売
●毎週木～日曜日 一色漁港より直送、三河湾で水揚げされた新鮮魚介類販売
●毎月24日 にしお岡ノ山の日 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がもらえます。
●4月27日㈯～5月6日（月・振休） ゴールデンウィークフェア開催 地元産直野菜、名

産品充実販売、三河一色産うなぎ蒲焼実演販売、他イベント盛りだくさん

▼4月6日㈯・7日㈰ 西尾六万石桜まつり
　（西尾駅西みどり川周辺）
▼4月20日㈯～6月30日㈰ 岩瀬文庫企画展
　「御即位慶賀展（仮）」（西尾市岩瀬文庫）

⓮瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●4月6日㈯7：00～9：00 元気な朝市 生産者・加工業者の対面販売
●4月7日㈰9：30～ 手作りクラフト 五月人形作り
●4月13日㈯9：30～ 手作りクラフト 春のブローチ作り
●4月14日㈰9：30～ 手作りクラフト 粘土でおひな様作り

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

▼4月7日㈰ 家康行列 岡崎の春の風物詩「家康行列」は、勇猛な三河武士団の出陣式や行進などによる、絢爛豪華な時代絵巻です。公募
で選ばれた家康公を始めとする武士団、姫列など700余名が、市の中心部を練り歩きます。

▼4月下旬～5月上旬 藤まつり 岡崎公園南側の乙川堤防沿い（康生町）に、1,300平方メートルの藤棚があり、花房が長く、見事な紫色の
花が広がります。 藤は「岡崎市の花」でもあり、その甘い香に毎年多くの人が訪れます。

▼4月21日㈰～5月11日㈯ 日近の里の鯉のぼりあげ 乙川（おとがわ）沿いの山間に約150匹の鯉のぼりをあげます。緑が美しい額田方面
をドライブがてら、「日近の里」にぜひお寄りください！

⓰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、こだわりの逸品も並びます。
●毎週土・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
●毎週土曜日18：00～21：00頃 夜鳴きラーメン 閉店後に自慢のラーメンをお召し

上がりいただけます。
●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

▼～4月11日㈭ 新城さくらまつり（桜渕公園）

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●～4月16日㈫ 【展示】［飯高茶屋］嵐書道教室生徒作品展　●～4月23日㈫ 【展示】第8回 神戸公民館・万遊会作品展
●～4月29日（月・祝） ［レストラン］『4月の松花堂弁当』（価格：990円）
●～5月14日㈫ 【展示】［波瀬駅］第4回 大野弘写真展
●～5月30日㈭ ［レストラン］『春限定メニュー』（価格：1,340円）

瀬戸しなの

川根温泉

飯高駅

どんぐりの里いなぶ

あかばねロコステーション

豊根グリーンポート宮嶋
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❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●～6月11日㈫ ［飯高茶屋］『春限定ランチ』（価格：680円）
●4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ください!
●4月1日㈪～5月6日（月・振休） 第10回 珍布峠キャンペーン 歴史街道を歩いて豪華賞品を当てよう!
●4月25日㈭～5月26日㈰ 【展示】第7回 飯南公民館水墨画教室作品展

❷菰野
TEL.059-394-0116 * * *

▼4月28日㈰ 竹成大日堂五百羅漢・藤まつり 
　お茶会参加料500円、お抹茶と和菓子付

❸紀宝町ウミガメ公園
TEL.0735-33-0300

●4月14日㈰ 14周年祭 ▼4月27日㈯ カメde show 
　カメグッズに特化したイベント（名古屋）

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●毎週日曜日11：00～14：30ラストオーダー／15：30 閉店 季節のビュッフェ 
　約30種類の料理をご用意しております。
●4月14日㈰ みはま元気まつり みかんや野菜を販売してます。 * * *

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
　 「瀧原芋」期間限定販売、季節の新鮮な野菜・漬物など販売                                               
●4月6日㈯10：00～15：00 道の駅 奥伊勢木つつ木館創業30周年記念イベントと

熊野古道世界遺産登録15周年記念プレイベント共催「木つつ木館春まつり」
●4月20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                                                 

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●4月6日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売
* * *

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●4月21日㈰ 道の駅奥伊勢わいわい市～お花見イベント～
　・さくら古代米おはぎの無料振舞い　・春の山菜スープの無料振舞い
　・たまごのつかみ取り／1回100円　・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

▼4月18日㈭ 柳原おはこ市 ※毎月18日（柳原観音）
※地域のイベントは全て大台町で行われます。詳細につ

きましては、大台町役場へお問合せください。

⓫関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売
* * *

⓮あやま
TEL.0595-43-9955 * * *

▼4月20日㈯ 陽夫多神社春祭「かっこ踊り奉納」
　（「あやま」から車で10分）
▼4月27日㈯～5月6日（月・振休） 伊賀上野NINJAフェスタ

（伊賀上野城下町 「あやま」から車で20分）

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●毎週金曜日13：00～ 白塚漁港直送!魚介類詰め放題実施
●4月13日㈯11：00～ 産直野菜詰め放題
●4月24日㈬ 津かわげ開駅3周年イベント 内容はお楽しみに
　道の駅津かわげポイントカードポイント2倍デー 24（つし）にちなんで500円ご

購入ごとに1ポイント付与を2倍にいたします。
●4月27日㈯ 大鍋汁海産鍋振舞い、海産物販売

▼4月7日㈰10：00～17：00 第8回津駅前ストリートまつり
　（津駅周辺）

あやま

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

全国「道の駅」連絡会全国「道の駅」連絡会

公式ホームページ
はコチラ!!　　

http://www.chubu-michinoeki.org/

中部ブロック「道の駅」

連絡会ホームページ

奥伊勢木つつ木館


