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❶日義木曽駒高原
TEL.0264-23-3644

●～5月6日（月・振休） GWフェア 直売「山菜・山芋ほか、花桃苗サービス」
　味わい横丁「木曽牛シリーズ：牛たこ焼、メンチバーガー、牛串」開始ほか * * *

❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●～5月上旬 春の山菜祭 春の山菜：たらの芽・わらび・ウド・せり・フキ・ふきのとう・コシアブラ・ウコギ・花わさび・生シイタケ・筍な
どを沢山ご用意してお待ちしております。

●5月3日（金・祝）～6日（月・振休） こどもの日イベント
　・ふわふわドーム（無料）　・屋台村：全品100円（焼き鳥・焼きそば・唐揚げ・フライドポテト等々、美味しい物たくさん！）
　・100円おもちゃコーナー
●5月15日㈬8：00スタート 協力会120人コンペ（飯田CC）

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●5月5日（日・祝） 餅つき大会　●5月10日㈮～13日㈪ 染色工房「久」展示会
●5月31日㈮～6月3日㈪ さつき展 * * *

⓭木曽川源流の里　きそむら
TEL.0264-36-1050

●5月下旬～ ほお葉巻き販売開始
* * *

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●～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
●5月11日㈯・12日㈰ かあちゃんマルシェ とよおかマルシェ直営加工所「かあちゃんの店」商品の即売会
●5月19日㈰（毎月第3日曜日） 3SUNマルシェ 屋根つき広場にハンドクラフト・飲食ブースが集合！

▼～5月上旬 たけのこ狩り（豊丘村内※要予約、交流センターだいち／0265-34-2520）、りんごの花（豊丘村内各所）
▼～5月下旬 いちご狩り（豊丘村内※要予約、交流センターだいち／0265-34-2520）
▼～9月30日㈬ 「#豊丘とんでみ隊2019」インスタグラムフォトコンテスト 
　豊丘村内2か所の公園で飛んでいるような写真を撮影して応募しよう！
▼5月上旬～中旬 泉龍院の三色藤（豊丘村内、とよおかマルシェから車で約8分）
▼5月上旬～下旬 アイリス園（豊丘村内、とよおかマルシェから車で6分）

⓰大芝高原
TEL.0265-76-0048

●4月より冬季閉鎖のマレットゴルフ場及びオートキャンプも再開 マレットゴルフ3コース54ホールオープン
●～5月8日㈬ 無休営業　●5月9日㈭、23日㈭ 道の駅施設定休
●5月17日㈮ 道の駅 直売所に味工房の日開催　●5月18日㈯ 公園内中心に経ヶ岳バーティカルリミット

⓱南信州 うるぎ
TEL.0260-28-1051 * * *

▼5月26日㈰ 渓流釣り祭り（売木川）

⓲歌舞伎の里大鹿
TEL.0265-39-2844 * * *

▼5月3日（金・祝）12：00開演／開場8：00～ 
　大鹿歌舞伎春の定期公演（大磧神社にて）

❹花街道付知
TEL.0573-82-2000

●5月3日（金・祝）～5日（日・祝） 森林の市（もりのいち） 
　付知町の木工紹介の大イベント 駅長バンドのライブステージも見もの
●花街道付知まんじゅう発売予定

▼5月12日㈰ 付知川 鮎釣り解禁 
　『味に定評』の付知川の鮎（付知川一帯）

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●～5月6日（月・振休） GW期間中、毎日、お買い上げ先着100名様に1煎茶ティー
バッグ進呈

●5月11日㈯・12日㈰10：00～15：00（※天候により日程変更あり） 
　美濃白川茶「新茶祭り」

▼5月19日㈰11：00開演 黒川・東座ふれあい公演 
　地歌舞伎の定期公演（年1回）（白川町黒川地区・

芝居小屋 東座）

⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里
TEL.0573-48-3366

●5月5日（日・祝） ふくちゃん工房の五平餅販売 ▼5月26日㈰ セルプ上矢作作業所祭り
　（セルプ上矢作作業所）

⓱モンデウス飛騨位山
TEL.0577-53-2421

▼5月1日（水・祝）・2日（木・祝） 飛驒一宮水無神社例祭（ひだいちのみやみなしじんじゃれいさい） 毎年行われる祭で、神代踊・闘鶏楽・獅
子舞などの神事芸能が奉納され、500人余りの祭行列が見所 神社で醸造された「どぶろく」が一般参拝者に振る舞われます。

㉕馬瀬 美輝の里
TEL.0576-47-2133 * * *

▼5月3日（金・祝） 馬瀬川上流あまごつり大会

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●5月1日（水・祝）～31日㈮10：00～16：00 ※1日（水・祝）と31日㈮は時間が変更
になります。 【山門施設】堀部ファミリー展

●5月1日（水・祝） 営業　●5月6日（月・振休） GWイベント
●5月11日㈯・12日㈰ 母の日イベント　
●5月18日㈯ そば打ち体験特典デー

㉚飛騨たかね工房
TEL.0577-59-6020 * * *

▼5月（※未定） 野麦峠祭り

㉝むげ川
TEL.0575-46-2696

●～5月6日（月・振休） 通常営業
●5月9日㈭ 休業（5月2日（木・祝）の代休） * * *

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●～5月12日㈰ Wedding写真展 道の駅で結婚式をしてくださった方のお写真を展示 笑顔あふれる素敵な写真をご覧ください。
●5月1日（水・祝） 絵馬展示販売、中庭ライブ 昭和歌謡「ロクエモン」　
●5月2日（木・祝） 中庭ライブ J-POPカバー「チロルアンプグド」
●5月3日（金・祝） 中庭ライブ ハワイアンミュージック　
●5月4日（土・祝） 中庭ライブ 「LUNA AZUL」　●5月4日（土・祝）・5日（日・祝） 絵馬展示販売
●5月5日（日・祝） 中庭ライブ 子どもの日コンサート「ohana」他　
●5月6日（月・振休） 中庭ライブ フラダンス「オリアロハアイナ」
●5月17日㈮ 写真展（尾藤昭治）　●5月18日㈯・19日㈰ とんぼ玉展示販売
●5月23日㈭ 特別支援学校による「Good job喫茶」　●5月25日㈯ ハーバリウム体験教室

木曽川源流の里　きそむら

織部の里もとす

古今伝授の里やまと

南信州うるぎ

飛騨たかね工房

南信州とよおかマルシェ
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�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

▼～5月中旬 ぼたんまつり 2,000㎡のぼたん園のぼたんが見ごろを迎えます。約1500株のいろとりどりのぼたんは見ごたえ抜群で
す。（古今伝授の里フィールドミュージアム）

▼5月3日（金・祝） ぼたんまつりコンサート 大自然の中、ここちよい音楽をお楽しみいただけます。（出演：風の谷、ラルゴイソーラ）（古
今伝授の里フィールドミュージアム）

▼5月19日㈰ 春まつり 地元主催の春まつり（古今伝授の里フィールドミュージアム）

㊱茶の里東白川
TEL.0574-78-3123

●5月19日㈰ 新茶まつり ▼5月3日（金・祝）※悪天の場合は5日（日・祝） 
　つちのこフェスタ（中川原水辺公園 「茶の里 東白

川」から車で約5分）

�うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

▼5月25日㈯ 能郷白山開山祭
　（うすずみ温泉・本巣市根尾門脇）

㊴志野・織部
TEL.0572-55-3017 * * *

▼5月3日（金・祝）～5日（日・祝） 土岐美濃焼まつり
　（織部ヒルズ内）

㊶夜叉ヶ池の里さかうち
TEL.0585-53-2262

●5月4日（土・祝）・5日（日・祝）10：00～15：00 3組（15名）による音楽イベント
　（駐車場特設ステージ） * * *

�柳津
TEL.058-388-8719

●5月12日㈰、26日㈰ やなちゃんマーケット ▼5月5日（日・祝） どんと! こいこい祭り2019
　（境川緑道公園）

㊻五木のやかた・かわうえ
TEL.0573-74-2376

●5月3日（金・祝） 周年感謝祭 * * *
㊼宙ドーム・神岡
TEL.0578-82-6777

●好評発売中 宇宙・スーパーカミオカンデに関する新商品販売！！ 
　暗黒パン・光電子増倍管ワッフル・スペースカツカレー・暗黒あんまん・暗黒大福・スーパーカミオカンデ消しゴム・他

�美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●～5月6日（月・振休） 美濃にわか茶屋 新元号イベント お祝いセール
●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　●5月19日㈰（第3日曜日） フリーマーケット

▼～5月6日（月・振休） うだつの町家の五月節句（うだつの上がる町並み）　
▼5月3日（金・祝）～5日（日・祝） 美濃流し仁輪加実演会（うだつの上がる町並み）
▼5月22日㈬ ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージ（美濃和紙の里会館）

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●5月4日（土・祝） 錦鯉競り市（初市）　●5月5日（日・祝） クオーレの里 山つつじまつり 「岐阜ラジオ公開生放送」
●5月6日（月・振休） 春のアウトドアクッキング教室（※要予約）　●5月26日㈰ マスつかみサービスDAY

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●～5月5日（日・祝） 店内：五月人形、屋外：鯉のぼり設置
●5月5日（日・祝） Hollow's Music アコースティックライブ

▼5月11日㈯・12日㈰ 大野町バラまつり（大野町バ
ラ公園「パレットピアおおの」から車で2～3分）

❶富士
TEL.0545-62-1118

▼5月3日（金・祝） おおぶちお茶まつり（富士市大淵2丁目付近）　▼5月6日（月・振休）～12日㈰ 富士山百景写真展（富士市文化会館ロゼシアター）
▼5月11日㈯・12日㈰ FUJI&SUN’19（富士山こどもの国）　▼5月25日㈯・26日㈰ 富士のふもとの大博覧会（ふじさんめっせ）

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●5月19日㈰ 語り部の会 話楽座

❼天城越え
TEL.0558-85-1110

●～5月6日（月・振休） 石楠花フェスタ　●5月2日（木・祝） 天城新緑トレッキングツアー（八丁池コース）
●5月3日（金・祝）・4日（土・祝） 木工作り体験（※参加無料）

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●～5月6日（月・振休） 『おとぎGWフェスタ2019』　・宝石さがし 1袋200円　・特別ジオラマ製作 1回2,000円【完全予約制】他
　※詳細はホームページよりご確認ください。

▼5月4日（土・祝） 『親子野遊び教室 春の昆虫観察入門編』 　
▼5月5日（日・祝） 『そばつぶ山1627m 花の南尾根を登る』、『水の恵み体感ツアー 水に学び、水と遊ぶ』
▼5月19日㈰ 『第1回はじめてのパーマカルチャーデザイン！！【全3回中1回目】』、『第1回山の田んぼの米づくり体験【全5回中1回目】』
▼5月25日㈯ 『南アルプス・光岳を目指そう！ 川根本町トレーニング登山⑤』 
※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。（川根本町内）

⓭天竜相津花桃の里
TEL.053-923-2339

●好評発売中 新メニューとんかつ定食900円
●食堂営業時間 平日10：30～14：30、土・日曜日・祝日10：30～15：00 * * *

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●5月6日（月・振休）13：00～ 「マリにゃんじゃんけん大会」
　マリにゃんとお客様によるじゃんけん大会 上位3名の方に賞品プレゼント 
●5月19日㈰10：00～15：00 「大道芸フェスティバル」 
　大道芸人によるパフォーマンスショーを開催 
　※観覧無料（太陽のステージ・海側観覧席前にて）

▼5月1日（水・祝）20：30～20：50 新元号最初の花火大会（伊東海岸）
▼5月5日（日・祝）20：30～20：50 こどもの日花火大会（伊東海岸）
▼5月18日㈯・19日㈰ 第44回 伊東祐親まつり
　（伊東松川水上特設能舞台・松川藤の広場）
▼5月25日㈯・26日㈰ 静岡DC特別企画 全日本まく

ら投げ大会in伊東温泉（伊東市民体育センター）

⓯開国下田みなと
TEL.0558-25-3500 * * *

▼5月17日㈮～19日㈰ 第80回黒船祭り
　（下田市街各地）

�くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●毎週日曜日、5月3日（金・祝）、6日（月・振休） 繋げようライブの輪♪くるら毎週日曜ライブ
●5月25日㈯ 小さな駅の祭典♪「リトルくるフェスタ」

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●～5月31日（金） 【SpokeCafe】紅ほっぺを使った『函南シュークリーム＜紅ほっぺ＞』期間限定販売中！（価格：350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
　【KISETSU】『青春トマトピクルス』好評販売中！ 営業時間10：00～22：00に延長。（月・火は～18：00）
●5月1日（水・祝） 【イベント】開業2周年記念式典　●5月中の土・日曜日・祝日 【イベント】大道芸月間！ 土・日曜日・祝日は大道芸で賑わいます！！

▼「川の駅 伊豆ゲートウェイ函南」OPEN

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●5月11日㈯～6月9日㈰10：00～16：00 茶臼山高原「芝桜まつり」応援イベント“おったまげ市場” 
　今日の目玉商品は?? 楽しくお買い物してください！

▼5月3日（金・祝） 春の湯の島温泉まつり（とみやま来富館）、お練り（川宇連神社）　
▼5月4日（土・祝） 星空案内人による星空観察会（休暇村茶臼山高原）
▼5月5日（日・祝） 星空カフェ「てんくう」月1日限定開店（茶臼山高原第2駐車場）　
▼5月11日㈯～6月9日㈰ 芝桜まつり2019（茶臼山高原「芝桜の丘」）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●5月1日（水・祝）11：00～ 産直部会による豚汁ふるまい
●5月3日（金・祝） こんにちは令和 改元を祝う一斉凧あげ * * *

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

▼5月15日㈬ 大野瀬町前橋100年祭（豊田市大野瀬町日カゲ「どんぐりの里いなぶ」から車で約10分）
▼5月19日㈰ ふるさとふれあいウォーキング「歩かまい稲武」（起終点：稲武どんぐり工房）

美濃にわか茶屋

うすずみ桜の里ねお

フォーレなかかわね茶茗舘



三
重
県

愛
知
県

道の駅 道の駅のイベント 周辺地域のイベント

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼～5月26日㈰ デンパーク「フラワーフェスティバル」（安城産業文化公園デンパーク）
▼～7月1日㈪ 企画展「アリスインサイエンスワールド」（安城産業文化公園デンパーク・デンパーク館）

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●～5月5日（日・祝） 軽トラ市&出店　●5月3日（金・祝）～6日（月・振休） つくで米特別価格にて販売
●5月4日（土・祝） HIKARU＋ライブ　
●5月12日㈰ 古城まつり 地元主催のおまつり いろいろな店が出店します。（「つくで手作り村」で開催）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●5月18日㈯・19日㈰ ルーレットまつり ▼～5月5日（日・祝） 津島市 藤まつり（天王川公園）

⓫あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●5月12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

●5月1日（水・祝）～ 地元幸田町産紅ほっぺ使用 特製いちごソフトクリーム始めます。
●5月初旬 地元幸田町産特製やまびこ豚ミートなすスパゲティ始めます。（料理研究家：長田絢監修）　
●5月19日㈰ フリーマーケット（筆柿の里 広場にて）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●5月1日（水・祝） 新元号記念イベント
　 「令和海老せんべい」店内お買い上げレジにて先着660名様にプレゼント
●5月1日（水・祝）～6日（月・振休） ゴールデンウィークフェア 
　地元名産品新商品販売、三河一色えびせんべい販売会、クッキングコー

ナー名産品実演&試食販売会
　1日（水・祝）～6日（月・振休） 新茶試飲販売
　2日（木・祝） 八十八夜 おいしい西尾茶新茶販売してます。
　3日（金・祝） えびせんお絵かき体験　4日（土・祝） わくわく大抽選会
　6日（月・振休） 大正琴演奏会　その他、楽しいイベント盛りだくさん
●毎週木～日曜日 三河湾で水揚げされた新鮮魚介類販売
●5月3日（金・祝）・4日（土・祝） 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売
●5月11日㈯・12日㈰ 第59回春の西尾バラ展 バラ品評会、展示 苗木・切花

の販売、相談コーナー開設 『母の日にはバラを』
●5月18日㈯・19日㈰ 血流測定会 「乳酸菌を取って健康になろう」

▼～6月30日㈰9：00～17：00 
　城マニアによるお城グッズ展 ※入場無料、月曜日

休館（ただし祝日を除く）（西尾市資料館）
　岩瀬文庫企画展「〈御即位慶賀〉 帝（みかど）～平

成から令和へ～」 ※入場無料、月曜・第4木曜日休
館（西尾市岩瀬文庫）

▼5月2日（木・祝）8：00～15：00 
　西尾の抹茶 八十八夜行事（稲荷山茶園公園）
▼5月3日（金・祝） SL機関室公開（西尾公園）
▼5月19日㈰13：30～15：00 城マニアによる「お城

トークショー」 ※定員70名様、当日先着順・予約不
要、入場無料（西尾市岩瀬文庫）

▼5月26日㈰13：30～ 体験講座「和装本を作ってみよ
う!」 材料費200円、定員20名様（要予約） ※予約は
5月11日㈯から西尾市岩瀬文庫（0563-56-2459）へ 

　鋭利な道具を使うため小学生は保護者同伴 未就
学児は会場へ入れません。（西尾市岩瀬文庫）

⓮瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●5月4日（土・祝）7：00～9：00 元気な朝市 生産者・加工業者・手作りクラフトなど対面販売（多目的広場）
●5月4日（土・祝）①10：00～12：00 ②13：00～15：00 ゴールデンウィーク企画「子供縁日」
　野菜すくい・お菓子すくい・鯉のぼり作りなど（多目的広場）
●5月5日（日・祝）9：30～ 手作りクラフト「市松網のポシェットを親子で作りましょう」（若杉先生・弥生会）※先着30名様・参加費無料
●5月12日㈰9：00～ レジにて店内1,500円以上お買上げの方にプレゼント ※先着20名様
　9：30～ 手作りクラフト「あじさいを作りましょう」（桑内先生）※先着20名様

▼5月11日㈯・12日㈰ 窯元めぐり（品野「瀬戸しなの」付近・赤津「瀬戸しなの」から車で約5分）

 

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●かき氷街道（道の駅協賛） 
　岡崎市額田地区で開催！ 暑い夏には、冷たくておいしいかき氷が欠かせませんね！ 急いで食べるときーんとなるのも夏ならで

は。この夏、ぬかたの涼しい山の中に、おいしいかき氷を食べられるお店が立ち並ぶ街道がオープンしますよ～！ お店をめぐって
楽しめるスタンプラリーも実施！ ぬかたの恵み、超軟水「神水」仕込みのおいしいかき氷を食べ歩こう！

●5月上旬 母の日セール 特別鉢花の販売、似顔絵の募集（産直コーナー）

▼～5月6日（月・祝） 藤まつり（岡崎公園南側の乙川堤防沿い・康生町）
　岡崎市 南公園 GWワクワクフェスタ ※臨時駐車場：期間中は南公園運動場を駐車場として開放します。 都合により催事内容が変

更になる場合があります。また、雨天等により中止する場合もございます。
▼毎年5月5日 岡崎市中央総合公園 ファミリーフェスタ　▼5月11日㈯ むらさき麦祭り ※無料の巡回バスも運行します。
▼5月～6月 岡崎市 奥殿陣屋 バラ祭り、岡崎市 鳥川地区のホタル鑑賞

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 ベーカリーレインチケット 雨の日にパンを買って集めると、パンに交換できるよ。
　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。
●5月中 くまコロッケ20％引き販売 冬眠から目覚める今、新しい味にチャレンジしよう！
●毎週土曜日18：00～21：00頃 夜鳴きラーメン ししぎょうざもご賞味ください。　
●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。
●5月18日㈯（※雨天縮小開催） 第10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
●5月19日㈰（※雨天の場合26日㈰） 第5回もっくる歌謡祭（出場募集は締切）　
●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。

▼5月5日（日・祝） 長篠合戦のぼりまつり（長篠城址）

⓱とよはし
TEL.0532-21-3500

●5月末 市内初の道の駅とよはしがオープン ▼5月下旬～6月中旬 花しょうぶまつり 
　県内最大級の規模でで約300種3万7千株の花

しょうぶが咲き誇る（加茂しょうぶ園）

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●毎週水曜日 ［いいたかの店］【水曜ありがとうデー】 2,000円お買い上げごとにティッシュ1箱をプレゼント！ ぜひ、お越しください。
●～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!
●～5月14日㈫ 【展示】［波瀬駅］第4回 大野弘写真展　●～5月26日㈰ 【展示】第7回 飯南公民館水墨画教室作品展　
●～5月27日㈪ ［レストラン］［波瀬駅］ 『5月の松花堂弁当』 価格：990円
●～5月30日㈭ ［レストラン］『春限定メニュー』 価格：1,340円　●～6月11日㈫ ［飯高茶屋］『春限定ランチ』 価格：680円
●5月1日（水・祝） ［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！
●5月3日（金・祝）～5日（日・祝） ［温泉館］タオルプレゼント　●5月7日㈫～31日㈮ 第8回 お茶川柳コンテスト
●5月17日㈮～7月18日㈭ ［レストラン］『手作りデザート』　●5月27日㈪～6月23日㈰ 【展示】第6回 油絵3人展
●5月28日㈫～6月24日㈪ ［レストラン］［波瀬駅］『6月の松花堂弁当』 価格：990円

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼～5月28日㈫ 【M.C.エッシャー展】（パラミタミュージアム）
▼5月7日㈫～7月12日㈮ 湯めぐり手形を持って色浴衣で湯めぐり ※湯の山温泉協会の指定温泉施設に宿泊の方限定
▼5月19日㈰11：00～日没まで ※小雨決行 第9回 湯の山温泉 カモシカ音泉蚤の市 ※詳細：湯の山温泉協会（059-392-2115）

❸紀宝町ウミガメ公園
TEL.0735-33-0300

●5月23日㈭・24日㈮ 熊野市有馬中学校 職場体験 ▼5月19日㈰（18日㈯ 前夜祭） 南紀海彩まつり
　（三輪崎「紀宝町ウミガメ公園」から車で約20分）

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●5月3日（金・祝）～5日（日・祝）、12日㈰、19日㈰、26日㈰11：00～14：30（L.O) 季節のビュッフェ 
　約30種類の料理をご用意してお待ちいたしております。
●5月12日㈰10：00～15：00 みはま元気まつり 野菜やみかんなどを売っています。生ごみの処理法をお教えします。

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●5月4日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売 ▼5月6日（月・振休） 新茶まつり＠リバーサイド茶倉 
　※要予約

もっくる新城

あかばねロコステーション
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❶日義木曽駒高原
TEL.0264-23-3644

●6月8日㈯・9日㈰ 道の駅木曽駒高原「ほお葉祭り」 道の駅工房製「ほお葉
巻き、ほお葉寿司」&お菓子司田ぐち製「ほお葉巻」販売ほか * * *

❸奈良井木曽の大橋
TEL.0263-52-0280（塩尻市役所）

▼6月7日㈮～9日㈰※小雨決行 奈良井宿場祭り 奈良井宿をおげての盛大なお祭です。お茶壺道中の行列は毎年6月第1日曜日
のみとなります。本物の宿場街ならではの大名行列です。

❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●6月1日㈯18：00～ ワイン祭り 世界のソムリエ高野豊氏来店 
　【会場】｢道の駅｣レストラン
　【会費】お一人様4,000円（ワイン・講演代2,000円、料理2,000円）
　高野豊氏お勧めのお酒で、楽しいディナーのひと時をお楽しみください。

あなたのお口に合うワイン選びからエチケットまで食事を楽しみながら
学べます。※申込期限：5月25日㈯まで

▼6月2日㈰ 第8回新野千石平ロードレース
　（阿南町）

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●～6月3日㈪ さつき展
●6月8日㈯・9日㈰、15日㈯・16日㈰、22日㈯・23日㈰ ウチョラン展示会 * * *

⓭木曽川源流の里　きそむら
TEL.0264-36-1050 * * *

▼6月30日㈰ やぶはら高原はくさいマラソン大会

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●6月8日㈯・9日㈰ かあちゃんマルシェ 
　とよおかマルシェ直営加工所「かあちゃんの店」商品の即売会
●6月16日㈰（毎月第3日曜日） 3SUNマルシェ 
　屋根つき広場にハンドクラフト・飲食ブースが集合!

▼～9月30日㈪ 「#豊丘とんでみ隊2019」インスタグ
ラムフォトコンテスト 豊丘村内2か所の公園で飛
んでいるような写真を撮影して応募しよう！

▼6月中旬～7月上旬 大平しょうぶ園
　（豊丘村内、とよおかマルシェから車で12分）

⓰大芝高原
TEL.0265-76-0048

●6月6日㈭、20日㈭ 木曜日道の駅施設定休
●6月21日㈮ 道の駅 直売所に味工房の日開催　 * * *

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●6月8日㈯・9日㈰10：00～完売まで 朴葉（ほうば）寿司フェスタ
* * *

⓱モンデウス飛騨位山
TEL.0577-53-2421

●6月～9月 手ぶらで楽しむ高原バーベキュー 準備から片づけまで全てお任せ！お肉はもちろん海の幸やおにぎりなど充実メ
ニュー。※要予約、詳細はホームページをご覧頂き、お問い合せください。

�きりら坂下
TEL.0573-70-0050

●6月上旬 さつき展 中津川市坂下地域の有志で構成される「坂下さつき会」（昭和49年発足）主催の恒例行事です。約40点の盆
栽等が展示予定です。苗木の即売もあります。さらに剪定の講習会も行われます。（きりら坂下一階ロビー）

●6月中旬 ウチョウラン展 坂下野生ラン友の会（昭和60年発足）主催による「ウチョウラン展」が開催されます。展示即売会が行
われます。育て方の資料の配布もあります。（きりら坂下一階ロビー）

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●6月1日㈯～30日㈰ 梅雨イベント　
●6月15日㈯ そば打ち体験特典デー
●6月15日㈯・16日㈰ 父の日イベント　
●6月27日㈭ 臨時休業

▼6月1日㈯（※予定） 花とほたる祭り
　（本巣市民スポーツプラザ）
▼6月（※未定） ゆりまつり（谷汲ゆり園）

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●6月8日㈯～16日㈰ いろえんぴつ画サークル展　●6月28日㈮ 特別支援学校による「Good job喫茶」
●6月29日㈯・30日㈰ 羽蝶蘭展

�うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430 * * *

▼6月初旬頃 ほたる観賞
　（ほたる公園・本巣市曽井中島）

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●5月19日㈰ 道の駅奥伊勢わいわい市～新茶イベント～
　・新茶もちの無料振舞い　・新茶プリンの無料振舞い　・新茶の試飲　・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

▼5月12日㈰ FP/新緑の総門山と滝頭不動滝半日登山（初級）　▼5月18日㈯（毎月18日） 柳原おはこ市（大台町柳原「柳原観音」）　
▼5月19日㈰ FP/花咲く古ケ丸山縦走登山（中級上）
▼5月26日㈰ FP/ハードな大熊三山縦走登山 (上級)、大台アウトドアフェスティバル2019～清流イベント（大台町弥起井「大台町

B&G海洋センター」）
※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

●5月4日（土・祝） 連休イベント 山菜の天ぷら・よもぎ餅の販売 ▼5月2日（木・祝）～4日（土・祝） 新緑伊賀焼陶器市
　（伊賀焼伝統産業会館周辺）

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●毎日7：45～ ラジオ体操 どなたでもご参加いただけます。参加者へスタンプカード発行 20回参加で津市の名産品プレゼント
●5月1日（水・祝）11：00～、14・00～ クレイクラフト（粘土作り体験）※各時間先着20名様、参加費500円
　14：00～14：30  鈴鹿フルートアンサンブル演奏会
●5月2日（木・祝）10：00～14：00 榊原温泉湯元榊原館出張足湯、11：00～12：00 津高虎太鼓演奏会 太鼓体験も実施
　13：00～ 空手演舞実施、14：00～15：00 津市観光協会青年部YEG元気玉太鼓演奏会 太鼓体験も実施　
●5月3日（金・祝）10：00～16：00 三重のまんなか・まちかど博物館inかわげ 
　ステンドグラス、トールペイント、木工おもちゃ作り教室 ※無料
●5月3日（金・祝）、10日㈮、17日㈮、24日㈮、31日㈮（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
●5月4日（土・祝）10：30～16：00 生そばそば打ち体験教室 販売会 ※先着5組様、参加費1,500円　
●5月5日（日・祝）10：00～15：00 津市の民話紙芝居　
●5月5日（日・祝）・6日（月・振l休）午前の部10：00～12：00／午後の部13：00～15：00 赤部焼陶芸体験教室 
　マグカップ、兜などを作ります。※無料
●5月8日㈬・9日㈭、15日㈬・16日㈭、23日㈭・24日㈮10：00～16：00 血流観察会（乳酸菌飲料無料試飲あり）
●5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。

▼5月11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（大門地域一帯）
▼5月12日㈰10：00～16：00 第11回しらさぎフェスタ（津市白山総合文化センター）　
▼5月18日㈯10：00～16：00 津市物産まつり（お城西公園）
▼5月19日㈰9：30～15：00 食と郷土芸能の協演 郷土芸能ふれあいフェスティバル（サンヒルズ安濃）
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�柳津
TEL.058-388-8719

●6月9日㈰、23日㈰ やなちゃんマーケット

�美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●毎週金曜日9：00～11：00 レストランモーニング サラダバー&食の日 地元農産物　
●6月16日㈰（第3日曜日） フリーマーケット
●6月22日㈯・23日㈰、29日㈯・30日㈰ 美濃にわか茶屋とうもろこし祭り

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●6月16日㈰ 朴葉寿司つくり（マスつかみ付）（要予約）
●6月23日㈰ マスつかみサービスDAY

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●6月2日㈰ クリエーターズフェスティバル 芝生広場一帯に50店舗以上の出店の大型マーケット
●6月22日㈯・23日㈰ にじいろクラフトマルシェ 手作りの作家さんの出店マルシェ

❶富士
TEL.0545-62-1118 * * *

▼6月8日㈯・9日㈰ 吉原祇園祭（吉原商店街）

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

▼6月上旬～下旬 ほたる観賞（くんまほたるの里）

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●6月16日㈰ 語り部の会 話楽座
* * *

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

▼6月22日㈯～12月1日㈰ ①きかんしゃトーマス号・きかんしゃジェームス号の運行 ※ただし運行スケジュールによります。
　②きかんしゃトーマスフェア2019千頭駅会場（①の運行日のみ開催予定）

⓯開国下田みなと
TEL.0558-25-3500 * * *

▼6月1日㈯～30日㈰ あじさい祭
　（下田公園「開国下田みなと」から車で5分）

�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
* * *

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●6月中の土・日曜日・祝日 弾き語りやウクレなどがライブで楽しめます! 
　※詳細はHPをご覧ください。 * * *

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●～6月9日㈰10：00～16：00 茶臼山高原「芝桜まつり」応援イベント“おったまげ市場” 
　今日の目玉商品は?? 楽しくお買い物してください!

▼6月1日㈯ 星空カフェ「てんくう」月1日限定開店（茶臼山高原第2駐車場）
▼6月15日㈯ 星空案内人による星空観察会（休暇村茶臼山高原）
▼6月15日㈯～11月3日（日・祝） 2019とよね里山スタンプラリー（豊根村内24カ所にて押印できます。「豊根グリーンポート宮嶋」は

その内の1カ所になっています。）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

▼6月23日㈰～30日㈰ ホタルフェスタナイトツアー
　（おいでん・やな）

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111 * * *

▼～7月1日㈪ 企画展「アリスインサイエンスワールド」
　（安城産業文化公園デンパーク・デンパーク館）

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772 * * *

▼6月30日㈰ カラオケクラブ発表会
　（つくで交流館・「つくで手作り村」から車で約5分）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●6月22日㈯・23日㈰ 初夏のスピードくじ
* * *

⓫あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●6月9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

●6月初旬 特製地元幸田町産やまびこ豚カツ定食の豚カツを厚切りとなって再スタートします!
●6月8日㈯・9日㈰ 開駅10周年記念ありがとう、産直の日 ハウス桃試食
●6月16日㈰ フリーマーケット（筆柿の里 広場にて）

▼6月1日㈯～30日㈰（※予定） 三ヶ根山あじさい祭り 6月15日㈯・16日㈰幸田町デーに「筆柿の里・幸田」から出店します。
　（三ヶ根山スカイライン）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●6月8日㈯・9日㈰ 西尾の名産品フェア　●毎週木～日曜日 三河湾で水揚げされた新鮮魚介類販売
●平日15：00～ 岡ノ山ベーカリー焼き立てパン食べ放題 お一人様500円1ドリンク付き
●6月22日㈯ 西尾の抹茶PRイベント「冷抹茶まつり」 抹茶関連商品、地元の名産品お買得販売
●6月22日㈯・23日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売　
●毎月24日は西尾の日 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進呈

▼6月2日㈰ 仁吉まつり（源徳寺）　▼6月8日㈯・9日㈰ 三河一色みなとまつり（一色さかな広場一帯）
▼6月9日㈰14：00～ 連続講座「天皇と改元～古代から現代まで～」 
　講師：小倉 慈司氏（国立歴史民俗博物館准教授） ※予約・料金不要（西尾市岩瀬文庫）
▼6月15日㈯・16日㈰ 三ヶ根山あじさいフェスティバル（三ヶ根山頂）

⓮瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●6月1日㈯7：00～9：00 元気な朝市：生産者・加工業者・手作りクラフトなど対面販売（多目的広場）
●6月9日㈰9：30～ 手作りクラフト(桑内先生)※先着20名様・参加費無料（情報施設）
●6月15日㈯9：30～ 手作りクラフト「かえるを作りましょう」（若杉先生・弥生会）※参加費無料（情報施設）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●かき氷街道（道の駅協賛） 
　岡崎市額田地区で開催！ 暑い夏には、冷たくておいしいかき氷が欠かせませんね！ 急いで食べるときーんとなるのも夏なら

では。この夏、ぬかたの涼しい山の中に、おいしいかき氷を食べられるお店が立ち並ぶ街道がオープンしますよ～！ お店をめ
ぐって楽しめるスタンプラリーも実施！ ぬかたの恵み、超軟水「神水」仕込みのおいしいかき氷を食べ歩こう！

●6月中旬 父の日セール 玄米50円引き、野菜のつめ放題、タマゴがもらえるサイコロゲーム、精肉特売など（産直コーナー）

▼～6月 岡崎市 奥殿陣屋 バラ祭り、岡崎市 鳥川地区のホタル鑑賞　▼6月中 東公園菖蒲まつり（～21：00 夜間照明あり）　
▼6月2日㈰（6月第1日曜日） 大嘗祭悠紀斎田（悠紀斎田広場）

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 骨董品やフィギュアも！ 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。
●6月8日㈯ ON TIME CANNON BALL バイクで奥三河の道の駅を経由して設定時間ピッタリのゴールを目指そう
●6月29日㈯18：00～21：00※小雨縮小開催 もっくるビア・ガーデン 屋台の料理とビールで楽しいひと時を過ごしませんか?
●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

くんま水車の里

清流白川 クオーレの里

どんぐりの里いなぶ

豊根グリーンポート宮嶋

柳津

つくで手作り村

にしお岡ノ山
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⓱とよはし
TEL.0532-21-3500 * * *

▼6月中の金・土・日曜日 納涼まつり（夜店） 多くの露
店が立ち並ぶ初夏の風物詩（豊橋公園）

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　●～6月23日㈰ 【展示】第6回 油絵3人展
●～6月24日㈪ ［レストラン］［波瀬駅］『6月の松花堂弁当』 価格：990円　
●～7月18日㈭ ［レストラン］『手作りデザート』
●6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！
●6月1日㈯～10月1日㈫ ［いいたかの湯］夏季限定“ひやし湯”　●6月1日㈯～30日㈰ ［いいたかの店］瀬戸内フェア　
●6月3日㈪～28日㈮ 平日そばうちキャンペーン
●毎週水曜日 ［いいたかの店］【水曜ありがとうデー】 2,000円お買い上げごとにティッシュ1箱をプレゼント！ ぜひ、お越しください。
●6月7日㈮～9月5日㈭ ［レストラン］夏限定メニュー 価格：1,340円　
●6月8日㈯ クシタニ コーヒーブレイクミーティング
●6/12（水） 【お知らせ】全施設休業します。ご了承ください。　
●6月13日㈭～9月10日㈫ ［飯高茶屋］夏限定ランチ 価格：680円
●6月14日㈮～16日㈰ ［いいたかの湯］回数券キャンペーン　●6月20日㈭～7月7日㈰ 七夕飾り
●6月20日㈭～8月6日㈫ ［飯高茶屋］期間限定ドリンク　
●6月24日㈪～7月30日㈫ 【展示】第14回 絵画グループ「パレット」展
●6月25日㈫～7月29日㈪ ［レストラン］［波瀬駅］『7月の松花堂弁当』 価格：990円　
●6月27日㈭～9月3日㈫ ［飯高茶屋］［波瀬駅］かき氷

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼～7月12日㈮ 湯めぐり手形を持って色浴衣で湯めぐり ※湯の山温泉協会の指定温泉施設に宿泊の方限定
▼6月1日㈯～7月28日㈰ 第14回パラミタ陶芸大賞（パラミタミュージアム）

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●毎週日曜日11：00～14：00（L.O） 季節のビュッフェ 約30種類の料理をご用意してお待ちいたしております。
●6月9日㈰10：00～15：00 みはま元気まつり 野菜やみかんなどを売っています。生ごみの処理法をお教えします。

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●6月1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

●6月23日㈰ 道の駅奥伊勢わいわい市～新じゃがイベント～
　・新じゃがコロッケの無料振舞い　・あじさいゼリーの無料振舞い　・新じゃがすくい（1回100円）　
　・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

▼6月18日㈫（毎月18日） 柳原おはこ市（大台町柳原「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
* * *

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●毎日7：45～ ラジオ体操 どなたでもご参加いただけます。参加者へスタンプカード発行 20回参加で津市の名産品プレゼント
●6月4日㈫・5日㈬、11日㈫・12日㈬、18日㈫・19日㈬、25日㈫・26日㈬（毎週火・水曜日） くらしょう 鮮魚販売（※無くなり次第終了）
●6月6日㈭、13日㈭、20日㈭、27日㈭（毎週木曜日） 内山商店 鮮魚販売（※無くなり次第終了）
●6月7日㈮、14日㈮、21日㈮、28日㈮13：00～（毎週金曜日） 白塚漁港直送! 魚介類詰め放題実施
●6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。

御前崎

津かわげ

もっくる

奥飛騨温泉郷

55清流の里

熊野・花の窟

熊野・板屋
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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

飯高駅

愛知県に17番目の「道の駅」とよはしが
5月末にオープンします！


