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7月

J u l y

道の駅
❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

E v e n t

I n f o r m a t i o n

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

●7月～12月 果物祭り 7月～8月桃、8月下旬〜12月梨・りんご
●7月上旬～8月上旬 とうもろこし祭り 当道の駅オリジナルのとても甘い「甘太郎」
「あんみつ姫」の販売と全国発送 そのほかにも沢
山のとうもろこしが出荷されてきます。
●7月6日㈯～8月4日㈰ 七夕 短冊に願いを書いて飾ると、抽選で10名様にプレゼントがあります。
信州新野千石平
●7月14日㈰ マレットゴルフ大会

❿花の里いいじま

●7月13日㈯～15日（月・祝）手作り絵本巡回展
●7月31日㈬～8月13日㈫ 和のリサイクル展 きものリサイクル

⓮田切の里

***

TEL.0265-98-5525

●7月14日㈰ 第3回 道の駅田切の里 創業祭
●7月16日㈫・17日㈬「味噌まつり」地元のひかり味噌協賛の販売会（お値打）

***

⓯南信州とよおかマルシェ

●～8月 kitchen そらら 夏限定メニュー かき氷や「ビビンバ風冷やし信州そば」」など、冷たいメニューをご用意
●7月中旬 七夕イルミネーション ●7月13日㈯・14日㈰ かあちゃんマルシェ 豊丘村のかあちゃんの味の即売会
●7月20日㈯ とよおかマルシェミニコンサート 若手音楽家による電子オルガンの演奏会
●7月21日㈰ 3SUNマルシェ 南信州の飲食店やクラフト作家のお店が集まる
「食とアート」の市場

TEL.0265-86-6580

長野県（南信）

TEL.0265-48-8061

⓰大芝高原

TEL.0265-76-0048

▼～7月上旬 大平しょうぶ園（豊丘村内「とよおかマルシェ」から車で約12分）
▼～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！
▼7月13日㈯・14日㈰ 福島てっぺん公園 灯篭祭り
（「とよおかマルシェ」から車で約12分）

南信州とよおかマルシェ

●7月19日㈮ 味工房の日
（直売場） ●7月21日㈰～8月25日㈰ プールオープン
（25ｍ幼児用）
●7月26日㈮ 風呂の日
（日帰り温泉） ●7月27日㈯ フラックフットボール小学生東西選抜大会※駐車場使用できません。
▼7月27日㈯（雨天翌日）みのわ祭り 夜：花火大会（箕輪町）

⓱南信州 うるぎ

***

TEL.0260-28-1051

▼7月20日㈯ Uフェス～うるぎ村ふるさと体感フェス～
（岩倉ダムキャンプ場）

南信州うるぎ

⓲歌舞伎の里大鹿

●7月27日㈯・28日㈰ 谷の中の小さな星の集い 星の観察会

***

❸明宝

●7月21日㈰（※毎月第3日曜日）
「せせらぎ街道の日」
土産売場物産館にて先着200名様にミニプレゼント

***

❺美濃白川

●7月6日㈯・7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 ▼7月7日㈰13：30～15：00頃 白川茶摘みでギネス
ちょっぴりプレゼント進呈
世界記録に挑戦！
（白川町内水戸野地区）
●7月28日㈰ 月に一度のお客様感謝デー お風呂回数券割引販売 お茶・ハム特売

⓭平成

●7月3日㈬ 一斉清掃のため休業

⓮アルプ飛騨古川

▼7月14日㈰・15日（月・祝）ジオ・スペース・アドベンチャー（神岡町）
▼7月14日㈰・15日（月・祝）、20日㈯、28日㈰ 天生の森散策ツアー Aコース 夏の高層湿原とブナの原生林ハイキング（河合町）

㉓きりら坂下

●7月～9月末 期間限定でころそば（とろろ付き）始めます。

TEL.0265-39-2844

TEL.0575-87-2395
TEL.0574-75-2146
TEL.0575-49-3797

TEL.0577-74-0150

TEL.0573-70-0050

▼7月21日㈰、27日㈯ 天生の森散策ツアー Bコース 籾糠山トレッキング（河合町）
▼7月28日㈰ 飛騨みやがわ『E』ボート大会（宮川町）

岐阜県

㉕馬瀬 美輝の里
TEL.0581-34-4755

***
▼7月21日㈰ 鮎まつり
（水辺の館 ※道の駅近辺）

***

TEL.0576-47-2133

織部の里もとす

***

平成

●7月13日㈯～15日（月・祝）夏の大市開催
●7月20日㈯ そば打ち体験 特典デー

㉛大日岳

織部の里もとす

大日岳

TEL.0575-72-5007

***

▼7月6日㈯ ひるがのピクニックガーデン（旧ひるが
の高原コキアパーク）オープン 日本最大級4万株
の桃色吐息（ペチュニア）が咲き誇ります。

㉝むげ川

●7月1日㈪～ 特別記念切符配布開始

古今伝授の里やまと

●7月4日㈭～15日（月・祝）ラッピング作品展 毎年恒例のラッピング展示会 ラッピングアトリエMrs.yokoの素敵な作品が並びます。
●7月8日㈪～10日㈬ 臨時休館 メンテナンスによる臨時休館を頂きます。
●7月27日㈯・28日㈰ とんぼ玉体験教室と展示販売 自分だけのオリジナルとんぼ玉が作成できます。※参加費：1,400円～（作品によって異なります。）

うすずみ桜の里・ねお

●7月13日㈯・14日㈰ うすずみ温泉 子供無料デー
●7月27日㈯ うすずみ温泉 いい風呂の日 回数券特売
●7月28日㈰ うすずみ温泉 医師と歩く森林セラピー

㊷おばあちゃん市・山岡

●7月7日㈰ 七夕茶会

㊹月見の里南濃

●7月21日㈰ サマーフェスティバル
朝市・水ヨーヨーすくい・かき氷プレゼント、
スイカの種飛ばし大会 等

TEL.0575-46-2696
TEL.0575-88-2525

TEL.0581-38-3430
TEL.0573-59-0051
TEL.0584-58-0258

***

うすずみ桜の里ねお

***
***
月見の里南濃

道の駅

道の駅のイベント

柳津

●7月14日㈰、28日㈰ やなちゃんマーケット

美濃にわか茶屋

●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
●7月13日㈯・14日㈰、20日㈯・21日㈰ すいか祭り
●7月28日㈰ フリーマーケット

TEL.058-388-8719

岐阜県

TEL.0575-33-5022

清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

***

●7月11日㈭～31日㈬ パレットピアおおの1周年感謝フェア！店内特価・特売コーナー盛りだくさん!!
11日㈭ 1周年記念セレモニー・抽選会（抽選券配布期間：～7月10日㈬）
11日㈭ ～13日㈯ 3日間限定ふるまいそば（※なくなり次第終了）
11日㈭ ～31日㈬ 人気のパン詰合せ「パンバスケット」毎日10時から10セット限定販売【ふわふわ芝生広場イメージの期間限定
特別メニュー】
、オーリングハンバーグ1日限定20食（レストラン）、オーリングみおぱん1日限定10個（ベーカリーみおぱ）
▼7月28日㈰ 富士まつり2019（富士市文化会館ロゼ
シアター・中央公園・中央公園前・青葉通り）

***

TEL.0545-62-1118
TEL.053-929-0636

***

柳津

●～7月7日㈰ 七夕まつり 短冊を飾ろう
●～9月30日㈪「しらかわ・ひがししらかわ道の駅レシートラリー2019」
岐阜県白川町・東白川村の「道の駅美濃白川」
「道の駅茶の里東白川」
「道の駅清流白川クオーレの里」の3つの「道の駅」
でレシー
トラリーを開催。
レシートを集めて白川町・東白川村の特産品をGETしよう！
●7月28日㈰ マスつかみサービスDAY

❶富士

❷くんま水車の里

周辺地域のイベント

●7月28日㈰9：00～15：00 熊平川遊びツリークライミング

▼7月7日㈰14：00～ 七夕コンサート
（熊ふれあいセンター「くんま水車の里」から歩いて2分）

●7月19日㈮～9月1日㈰『きかんしゃトーマスフェア音戯の郷ゾーン』期間中は、お子さまも喜ぶ遊びがいっぱい♪ 天気に影響さ
れない完全屋内型施設。※詳細はホームページよりご確認ください。

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

静岡県

▼～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る。②きかんしゃトーマス
フェア2019千頭駅ゾーン
（①の運行日のみ開催予定）
▼7月6日㈯・7日㈰『寸又峡星空観賞会』※★マークは要予約もしくは有料
6日㈯ 星空観賞会、美女づくりの足湯、★ジビエ料理食べ比べ、★星空ウォーク
7日㈰ ★森林ウォーク
（川根本町寸又峡）※詳細は、公式HP< http://www.sumata-sp.com >よりご確認ください。
▼7月20日㈯『星降る森の七夕コンサート ～星にまつわるお話と音楽の夕べ～』※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）、
またはHPからご確認ください。
（川根本町内）

❾朝霧高原

●7月～ 山梨のももなどを販売

❿川根温泉

●7月19日㈮～21日㈰ 開館21周年イベント！
島田の逸品販売・プラモデル教室・チャリティー・回数券サービス等

TEL.0544-52-2230
TEL.0547-53-4330

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

***

朝霧高原

***

●7月6日㈯ マリンフェア 海上保安庁によるトークショー（展示イベント）
▼7月7日㈰ 松川タライ乗り競走
（松川藤の広場「伊東マリンタウン」から車で約5分）
●7月14日㈰ パンジャンブル2019「伊東スパークス」によるスチールパン演奏
▼7月20日㈯、28日㈰～31日㈬ 夕涼みわくわく市
●7月15日（月・祝）第四回じゃんけん王決定戦＋カモメ隊長バースデー
（松川藤の広場「伊東マリンタウン」から車で約5分）
（主にじゃんけん大会）
▼7月20日㈯、28日㈰、30日㈫・31日㈬20：30～20：50
伊東温泉「夢花火」
（伊東海岸）

⓲潮見坂

●7月7日㈰9：00～14：00 七夕祭 生産者が直接商品を対面で販売します。

くるら戸田

***

●7月27日㈯ 小さな駅の祭典第9回リトルくるフェスタ♪

***

㉔伊豆ゲートウェイ函南

●好評発売中【SpokeCafe】
「氷カフェ」凍らせたコーヒーやイチゴなどをミルクで溶かしながら飲む新食感ドリンク!（価格：各種350円）
【KISETSU】
トマト好きにはたまらない!「トマト好きのためのトマトカレー」
（価格：1,180円）
●7月7日㈰【いず鮨】
「七夕限定 セット膳」うなぎチラシ、そうめんの超お得セット♪

TEL.053-579-3600
TEL.0558-94-5151
TEL.055-979-1112

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●7月1日㈪～8月7日㈬ 道の駅七夕まつり「願い事を短冊へ」

豊根グリーンポート宮嶋

▼7月上旬～8月上旬 ブルーベリー摘み取り園OPEN!（村内10カ所のブルーベリー農園）
▼7月13日㈯～9月1日㈰ 茶臼山インサマー（茶臼山高原） ▼7月27日㈯ 星空案内人による星空観察会（休暇村茶臼山高原）
▼7月28日㈰ 星空カフェ
「てんくう」
月1回開店（星空カフェ
「てんくう」）

❻どんぐりの里いなぶ

▼7月6日㈯・7日㈰ ラベンダーまつり 主催：いなぶ観光協会（「どんぐりの里いなぶ」多目的広場）

❽デンパーク安城

●7月13日㈯～15日（月・祝）売出し
●7月14日㈰ スイカ試食イベント、朝8時より営業
●7月20日㈯ 売出し、産直コーナー午後6時まで営業

TEL.0565-83-3200（観光案内所）
TEL.0566-92-7111

愛知県

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●7月28日㈰ ミニやぎ さくちゃん誕生日、模型鉄道定例走行会
▼7月7日㈰ 設楽ヶ原決戦場まつり ※「つくで手作り村」から五平もち出店販売（設楽原歴史資料館周辺）
▼7月26日㈮～28日㈰ ｢道の駅｣フェアに体験PR・出店販売（イオン東浦）
▼7月28日㈰ 豊武・大府親善弓道大会（「つくで手作り村」弓道場にて開催）
●7月1日㈪～21日㈰ 蓮の写真展 作品募集期間 ※先着50名様
▼7月13日㈯・14日㈰ 観光協会主催 蓮見の会 蓮の花鑑賞会（道の駅すぐ東、森川花はす田）、第5回フォトコンテスト 7月14日㈰ フォトメイツ3名来場

⓫あかばねロコステーション ●7月14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
TEL.0531-45-5088

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

▼7月13日㈯～15日（月・祝）デンパーク
「早朝ハスまつり」
▼7月13日㈯～9月1日㈰ デンパーク「サマーフェスティバル」
▼7月20日㈯9：30～21：00 デンパーク
「無料開園デー」

●7月13日㈯・14日㈰、20日㈯・21日㈰ とうもろこし試食販売&収穫体験
●7月27日㈯・28日㈰ 夏のお買い得セール
27日㈯ グリーンハウスみかん試食販売、28日㈰ すいか試食販売

***
▼7月27日㈯ こうた彦左まつり
（幸田駅周辺）

●毎週木〜日曜日 三河一色漁港直送の新鮮魚介類販売 ●7月6日㈯ 西尾おもちゃ病院
●7月6日㈯・7日㈰10：00〜 産直ところてん振舞い ●毎週土・日曜日 たこ焼、焼きそば屋台
●7月7日㈰ 生でも美味しいトウモロコシ試食販売
●7月13日㈯・14日㈰、27日㈯・28日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売 うなぎ弁当、焼きおにぎり、肝串もあります。
27日㈯ 土用の丑うなぎ蒲焼（予約承ります。※21日㈰まで）
●7月13日㈯、20日㈯ かぶと虫飼育教室初級編（要予約、先着20組2日間）

道の駅

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

●7月20日㈯・21日㈰（第三土・日曜日）手焼き大いか姿焼き・たこ焼き・えびせん試食販売
●7月21日㈰11：00〜、14：00〜 地元ローカルヒーロー「カテキング」のヒーローショー
●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円お買上げで1ポイント 20ポイントで地元名産品プレゼント
●7月28日㈰ バルーンアートプレゼント、
フラダンスステージ

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

愛知県

⓮瀬戸しなの

TEL.0561-41-3900

▼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6日㈯～10月6日㈰9：00～17：00（休館日：祝日を除く月曜日、第3木曜日）岩瀬文庫特別展「考古遺物の美と謎」市内の遺跡か
ら出土した考古遺物の中から
「美」
と
「謎」をテーマに選んだ遺物の展示 ※入場無料（西尾市岩瀬文庫）
▼7月12日㈮～14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（月・祝）12：00～15：00 天王祭り
（佐久島 西地区津島神社）
▼7月20日㈯～10月31日㈭ 荒木由香里展 島内各地9ヶ所に新しいアート作品を展示。展示場所は渡船場・弁天サロン・佐久島ナビ
ゲーションで配布する地図を手がかりに島内を探索ください。
（佐久島 島内各所）
▼7月20日㈯14：00～15：00 荒木由香里展アーティストトーク&餅投げ&交流会 ※入場無料（佐久島 弁天サロン）
▼7月21日㈰13：30～16：00 第1回西尾市史講座 講師：茂原 信生 氏（京都大学名誉教授）
・浅岡 優 氏（西尾市文化振興課）。※定員70名様、予約・料金不要（西尾市岩瀬文庫）
▼7月 27日㈯ 吉良花火大会（宮崎漁港）、YOMISEウキウキ通り2019（一色町銀座通り商店街）
▼7月28日㈰ はずストーンカップ（東幡豆漁港） ▼7月28日㈰13：00～13：30 ラッキーボール投げ（佐久島 大浦海水浴場）
▼7月30日㈫～8月18日㈰9：00～17：00（休館日：月曜日
（8月12日（月・振休）を除く））
写真から見た発掘調査のあゆみ 西尾市で行われた発掘調査の歩みの写真パネル展示 ※入場無料（西尾市岩瀬文庫）
●7月1日㈪～31日㈬ 道の駅瀬戸しなの夏の俳句コンテスト 夏野菜に因んだ俳句を応募して商品ゲット
（情報施設にて）
●7月6日㈯7：00〜9：00 元気な朝市 生産者、加工品業者、手作りクラフトなど対面販売（多目的広場（情報施設前））
●7月13日㈯①10：00～ ②14：00～ 生産者の野菜詰め放題（なくなり次第終了、場所・価格は店頭にて）
●7月14日㈰9：30〜 手作りクラフト モビールを作りましょう 講師：桑内夫妻 ※先着20名様、参加無料（情報施設にて）
14：30～ ティータイムコンサート アコースティックライブを聴きながら
（せとめし食堂にて）
●7月28日㈰9：00～12：00 軽トラ市 流しそうめん、野菜釣り、
スイカ割（予定）など
（多目的広場にて）
●7月29日㈪9：00～ 肉の日 精肉、冷凍食品、ハム、ベーコン、
ソーセージなど
（精肉コーナー）
▼7月20日㈯18：00～22：00 品野祇園祭（津島社周辺）

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

●7月20日㈯・21日㈰ 道の駅藤川宿 サマーフェスタ!
9：00〜・青空手づくり雑貨市（※雨天中止） ・むらさき麦たこ焼き屋台出店
藤川宿
・メロンフェア 甘くておいしい各種メロンを特別価格にて数量限定販売 ※なくなり次第終了
・城下町わざ工房「たくみ庵」岡崎伝統工芸の製作実演（エントランスホール内）
9：00～18：00・駅長の酒販売スタート 幻のお米「ミネアサヒ」を使用し、
「空」
で有名な関谷酒造で仕込んだ日本酒の販売
価格：1,944円（税込）※数量限定につきなくなり次第終了 ・石垣フェア 石垣島関連商品の販売
10：00～・しらすフェア 新鮮しらすの即売会 ※各日先着100名様限定で（1袋20g入）
しらすをプレゼント
（道の駅藤川宿産直コーナー内）
10：30〜 額田のマスをつかみ取り! とったマスをその場で食べよう!
【参加費】魚1匹500円（税込）
【受付】電話受付：7月1日㈪～19日㈮9：00～18：00、お問い合わせ先（0564-66-6031）道の駅藤川宿
※当日受付あり9：00～ ※人数制限（20人程度）に達し次第、締め切ります。
【年齢制限】
：12才以下（未就学児や障碍児等の場合
は保護者による立ち会いが必要）
【持ち物】濡れても構わない服装、
タオル等を持参してください。
※荒天時は中止とする場合がございます。※魚の処理はお客様ご自身で行っていただきます。指導はいたします。
▼毎年7月初旬 七夕かざりを作ろう ※自由参加（無料）、必要物品は南公園で準備します。
（短冊、
こより、ペン、折り紙、はさみ、のり、
飾りの見本等）
（南公園）
、石垣市の観光と物産展 おかざき農遊館）

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。
もっくる新城
●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 ししぎょうざもご賞味ください。
●7月27日㈯18：00～21：00（※小雨縮小開催）もっくるビア・ガーデン ハンドルキーパー特典あり、お子様も楽しめるコーナーもあります!
●雨の日開催 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。
▼7月7日㈰ 第30回設楽原決戦場まつり
（設楽原歴史資料館周辺） ▼7月28日㈰ 安寺の七滝まつり
（七滝前広場）

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

三重県

❷菰野

TEL.059-394-0116

❽茶倉駅

TEL.0598-32-2555

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●～7月7日㈰ 七夕飾り ●～7月16日㈫【展示】第2回出口量造写真展 ●～7月18日㈭［レストラン］
『手作りデザート』
●～7月29日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『7月の松花堂弁当』価格：990円 ●～7月30日㈫【展示】第14回 絵画グループ「パレット」展
●～8月6日㈫［飯高茶屋］期間限定ドリンク ●～9月3日㈫［飯高茶屋］
［波瀬駅］かき氷
●～9月5日㈭［レストラン］夏限定メニュー 価格：1,340円 ●～9月10日㈫［飯高茶屋］夏限定ランチ 価格：680円
●～10月1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㈪（毎月1日）
［いいたかの店］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!
●7月1日㈪～8月12日（月・振休）
［いいたかの店］お中元セール
●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。
●7月13日㈯～15日（月・祝）
［波瀬駅］波瀬の朝市 ●7月14日㈰［いいたかの店］べっぴんさん弁当
●7月19日㈮～9月19日㈭［レストラン］期間限定デザート
●7月23日㈫（飯高駅創業日）～［いいたかの店］特別記念きっぷ配布
●7月27日㈯・28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30日㈫～8月26日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『8月の松花堂弁当』価格：990円
▼～7月12日㈮ 湯の山温泉・色浴衣で湯めぐり
湯の山温泉協会加入の10の施設に宿泊された方と夕食をお召し上がりになられたお客様限定！ 湯めぐり手形を提示すればそ
れぞれの旅館の立ち寄り入浴が無料で楽しめます。
さらに色浴衣を着用のお客様には限定サービスもあります。
また、平日
（14：00～17：00）
カップル限定色浴衣着用で御在所ロープウエイ一人往復500円で乗ることができます。
▼～7月28日㈰（会期中無休）パラミタミュージアム 岡田文化財団設立40周年記念 第14回パラミタ陶芸大賞展
●7月1日㈪ うどんメニュー大盛りサービスデー
●7月3日㈬ ソフトクリームの日 280円→特別価格200円
●7月6日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売

茶倉駅

●7月7日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント ～七夕イベント～
・流しそうめんの無料振舞い ・お星さまスープの無料振舞い ・フルーツポンチの無料振舞い ・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い
▼7月6日㈯ 魚釣りに挑戦！
（大杉谷自然学校） ▼7月7日㈰ 水辺の生き物探し！
（大杉谷自然学校）
▼7月14日㈰ 山と川のようちえん（大杉谷自然学校） ▼7月15日（月・祝）山と川のようちえん
（自然学校）
▼7月18日㈭ 柳原おはこ市（町内） ▼7月28日㈰～31日㈬ 河童の夏休みキャンプ3泊4日
（大杉谷自然学校）
※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

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売

▼7月20日㈯・21日㈰ 関宿祇園夏まつり
（東海道関宿）

⓰津かわげ

●7月27日㈯（※予約締切24日㈬）
土用の丑うなぎ予約販売

▼7月7日㈰七夕飾りお焚き上げ（津観音）
※6月30日㈰｢津かわげ｣の七夕祭りで飾り付けし
た短冊をお焚き上げしていただきます。

TEL.0595-97-8200
TEL.059-244-2755

津かわげ

〈 2 0 19 年 〉

8月

道の駅
❶日義木曽駒高原
TEL.0264-23-3644

❸奈良井木曽の大橋

TEL.0263-52-0280
（塩尻市役所）

❾信州新野千石平

長野県（南信）

TEL.0260-24-2339

A u g u s t

E v e n t

I n f o r m a t i o n

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

●8月3日㈯10：00～ 2019道の駅「木曽駒高原スイートコーンフェア」生産者直売会&品種試食コーナー
▼8月14日（水・旧盆）17：30～ 木曽義仲旗挙げまつり
伝統行事「らっぽしょ」
「木文字焼き」
「芸能ステージ」ほか（木曽町日義宮ノ越「木曽義仲ふるさと広場」
）
（木曽文化公園｢文化ホール」）
▼8月22日㈭～25日㈰ 第45回「木曽音楽祭」著名クラシック演奏家が多数出演する「小さな町の音楽祭」
▼8月12日（月・振休（毎年）
）
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。
（奈良井宿）
●～12月 果物祭り 7月～8月桃、8月下旬〜12月梨・りんご
●～8月上旬 とうもろこし祭り 当道の駅オリジナルのとても甘い「甘太郎」
「あんみつ姫」の販売と全国発送 そのほかにも沢山のとうもろこしが出荷されてきます。
●～8月4日㈰ 七夕 短冊に願いを書いて飾ると、抽選で10名様にプレゼントがあります。
●8月14日㈬～16日㈮ 新野の盆踊り

❿花の里いいじま

●～8月13日㈫ 和のリサイクル展 きものリサイクル

⓮田切の里

***

●8月12日（月・振休）
・13日㈫正午まで お盆の青空市
生産者が持ち寄った、農産物・切り花等販売

***

TEL.0265-86-6580
TEL.0265-98-5525

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●～8月 "kitchen そらら 夏限定メニュー 冷たい麺類や市田柿を使用した ▼～9月30日㈪「#豊丘とんでみ隊2019」
インスタグ
「柿氷」をはじめとするオリジナルかき氷を提供
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！
●8月10日㈯・11日㈰ かあちゃんマルシェ 豊丘村のかあちゃんの味の即売会
▼8月18日㈰ 市田灯ろう流し 大煙火大会
●8月18日㈰ 3SUNマルシェ
（天竜川明神橋付近）
南信州の飲食店やクラフト作家のお店が集まる
「食とアート」の市場

⓰大芝高原

●～8月25日㈰ プールオープン
（25ｍ幼児用）
●8月24日㈯朝～夜（予備日：25日㈰）大芝高原祭り
※通行止め・駐車場使用できません。

⓱南信州 うるぎ

●8月4日㈰ とうもろこし祭り ～うるぎ高原市～
夏のお祭り 甘みが強く生でも食べられるフルーツコーンが大人気!!

TEL.0265-76-0048
TEL.0260-28-1051

⓲歌舞伎の里大鹿

***

TEL.0265-39-2844

▼8月3日㈯・4日㈰ 伊那祭り
（伊那市）
3日㈯ おどり、4日㈰ 花火大会
▼8月15日㈭ 諏訪湖上花火大会（諏訪湖）

***
▼8月14日㈬ 大鹿夏まつり ※花火大会あり
（大西公園）

❸明宝

●8月18日㈰（毎月第3日曜日）
「せせらぎ街道の日」
土産売場物産館にて先着200名様にミニプレゼント

❹花街道付知

▼8月13日㈫ つけち花火大会（付知町中央橋上流「花街道付知」から車で約5分）
▼8月14日㈬ 夢まつり 主催：付知町（「花街道付知」イベント広場にて開催）

TEL.0575-87-2395
TEL.0573-82-2000

❺美濃白川

TEL.0574-75-2146

▼8月10日㈯ 夏まつり 主催：明宝夏まつり実行委員会
（「明宝」駐車場にて開催）※昼すぎより駐車場整理あり

●毎週土・日曜日、8月12日（月・振休）～15日㈭10：00～15：00 親子であそぼう
室内迷路、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
●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25日㈰ 月に一度のお客様感謝デー お風呂回数券割引販売、お茶、ハム特売

美濃白川

▼8月3日㈯17：00～ 清流白川夏祭り ※花火20：30～（クオーレふれあいの里）
▼8月17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）

⓮アルプ飛騨古川

▼8月4日㈰ 真夏の夜のコンサート2019
（古川町） ▼8月12日（月・祝）こいこい花火大会
（宮川町）
▼8月13日㈫ 飛騨古川花火大会
（古川町） ▼8月14日㈬ ひだ神岡夏まつり 納涼花火大会
（神岡町）
▼8月24日㈯・25日㈰ 第17回飛騨神岡ツーデーウォーク
（神岡町）

きりら坂下

●～9月末 期間限定でころそば（とろろ付き）始めます。

TEL.0577-74-0150

TEL.0573-70-0050

岐阜県

㉕馬瀬 美輝の里
TEL.0576-47-2133

馬瀬 美輝の里

㉗ひだ朝日村

●8月10日㈯ 朝日ふるさと夏祭り

織部の里もとす

●8月7日㈬、14日㈬ 営業 ●8月10日㈯～13日㈫ お盆イベント
●8月17日㈯ そば打ち体験 特典デー

㉝むげ川

●8月2日㈮10：00～12：00 着ぐるみミナモちゃん来駅
●8月1日㈭、22日㈭ 休業 ●8月15日㈭ 営業

TEL.0577-55-3777
TEL.0581-34-4755
TEL.0575-46-2696

***
▼8月25日㈰、28日㈬ 馬瀬川火ぶり漁
（道の駅周辺川原）

***
▼8月10日㈯ 根尾川花火大会
▼8月17日㈯ 宗次郎薄墨桜コンサート

***

●8月3日㈯ 影山ヒロノブ2019ソロアコギの旅岐阜「郡上大和編」 ●8月7日㈬～19日㈪ 尾藤榮子写真展
●8月24日㈯・25日㈰ とんぼ玉体験教室と展示販売
自分だけのオリジナルとんぼ玉が作成できます。※参加費1,400円～（作品によって異なります。）

古今伝授の里やまと

▼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）

㊲和良

●8月14日㈬ ふるさとサマーフェスタ！地域住民・帰省客を主体とする 盆おどり・アマゴつかみ取り・夜店などがあります。

TEL.0575-88-2525

TEL.0575-77-2353

うすずみ桜の里・ねお

●8月10日㈯・11日（日・祝）うすずみ温泉 子供無料デー ●8月24日㈯ うすずみ温泉 いい風呂の日 回数券特売

TEL.0581-38-3430

▼8月10日㈯ 根尾川花火大会（根尾川藪川橋一帯） ▼8月14日㈬ 根尾盆踊り花火大会（根尾樽見駅前広場）
▼8月17日㈯ うすずみサマーフエスティバル「宗次郎淡墨桜コンサート2019」
（うすずみ公園内）

㊷おばあちゃん市・山岡

●8月13日㈫～15日㈭ 昔のあそび教えます

TEL.0573-59-0051

***

道の駅
柳津

TEL.058-388-8719

道の駅のイベント
●8月11日（日・祝）、25日㈰ やなちゃんマーケット
●8月13日㈫ 営業します。 ●8月20日㈫ 休業します。

岐阜県

㊻五木のやかた・かわうえ

TEL.0575-33-5022

清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

▼8月24日㈯（※荒天の場合25日㈰）やないづ境川
ふれあい夏まつり2019
（境川緑道公園）
▼8月11日（日・祝）夕森夏のもみじまつり
（夕森公園「五木のやかた・かわうえ」から車で約5分）

***

TEL.0573-74-2376

美濃にわか茶屋

周辺地域のイベント

●8月1日㈭ 美濃市中日花火大会のため営業時間が21：00までとなります。
●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
●8月18日㈰（第3日曜日）フリーマーケット

美濃にわか茶屋

●～9月30日㈪「しらかわ・ひがししらかわ道の駅レシートラリー2019」
岐阜県白川町・東白川村の「道の駅美濃白川」
「道の駅茶の里東白川」
「道の駅清流白川クオーレの里」の3つの「道の駅」でレ
シートラリーを開催。
レシートを集めて白川町・東白川村の特産品をGETしよう!
●8月3日㈯ 清流白川夏祭り ●8月25日㈰ マスつかみサービスDAY

パレットピアおおの

▼8月10日㈯ 第26回根尾川花火大会
（根尾川「パレットピアおおの」から車で約5分）
（大野町役場「パレットピアおおの」から車で約5分）
▼8月11日（日・祝）第55回夏まつり大野おどり

❶富士

TEL.0545-62-1118

▼8月3日㈯ ふじかわ夏まつり
（富士川河川敷憩いの広場） ▼8月16日㈮ 木島投げ松明（富士市木島河川敷グランド）
▼8月17日㈯・18日㈰ キッズジョブ2019（ふじさんめっせ）

❺いっぷく処横川

●8月11日（日・祝）
『アユつかみどり』
と炭火の『塩焼鮎』の即売

TEL.0585-34-1001

TEL.053-924-0129

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

***

●～9月1日㈰『きかんしゃトーマスフェア音戯の郷ゾーン』期間中は、お子 ▼8月11日（日・祝）『春夏秋冬はじめよう！フォレスト
さまも喜ぶ遊びがいっぱい♪天気に影響されない完全屋内型施設
ガーデン～夏編～』
（事前予約制、川根本町内）
※詳細はホームページよりご確認ください。
▼8月18日㈰『夏の空色を染める 藍の生葉染め』
（事前予約制、川根本町内）
※詳しくは一般社団法人エコティかわね（054758-7000）、
またはHPからご確認ください。

静岡県

●8月3日㈯ ブリーズベイミュージックinSummer ミュージシャン・ダンススクールによる音楽イベント
●8月4日㈰ マリにゃんじゃんけん大会 マリにゃんとじゃんけん

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

⓲潮見坂

▼8月1日㈭・2日㈮ 宇佐美夏まつり 盆踊り・花火打上（宇佐美海岸「伊東マリンタウン」から車で約10分）
▼8月8日㈭ 松川～海上灯籠流し
19：30～ 松川、20：50～21：00 伊東海岸（松川藤の広場「伊東マリンタウン」から車で約5分） 伊東マリンタウン
▼8月10日㈯20：00～21：00 按針祭海の花火大会（伊東海岸）
▼8月15日㈭20：00～20：30 花火大会（川奈港いるか浜「伊東マリンタウン」から車で15分）
▼8月22日㈭20：30～21：00 箸まつり花火大会（伊東温泉）
●8月18日㈰9：00～ 夏休み元気フェスタ
・抽選会 ・対面販売 ・流しそうめん

潮見坂

TEL.053-579-3600

▼8月24日㈯13：30～ 第26回湖西おいでん祭・市
民総おどり
（JR鷲津駅前ひまわり広場）
19：30～ 第27回湖西湖上花火大会（JR鷲津駅前北側）
▼8月31日㈯10：30～15：30 Show湖西～住まいと
暮らしの商工祭～（ボートレース浜名湖）

くるら戸田

●8月24日㈯ 小さな駅の祭典第10回リトルくるフェスタ♪

㉔伊豆ゲートウェイ函南

●好評発売中【SpokeCafe】
あつ～い夏を乗り切る！
「プレミアムかき氷」
【KISETSU】
この時期にぴったり！
「フレッシュトマトとバジルの冷製パスタ」価格:1,180円
●8月1日㈭～【いず鮨】土用の丑の日
「うなぎチラシ」今が旬！
「ハモの湯引き梅肉添え」
「ハモの照り焼き棒寿司」

TEL.0558-94-5151
TEL.055-979-1112

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●8月17日㈯～19日㈪ 道の駅 夏まつり 夏を楽しもう!
「クラフト祭り」夏だ！手作り教室で物づくり体験をしよう♪（涼しいよ）体験料：材料費として500円～
▼8月3日㈯・4日㈰ 星ふぇすin茶臼山高原（星空カフェ
「てんくう」）
▼8月10日㈯～18日㈰ 山の日フェスタ
（茶臼山高原）
▼8月16日㈮ 念仏踊り
（川宇連公民館） ▼8月24日㈯ 星空案内人による星空観察会（休暇村茶臼山高原）

❻どんぐりの里いなぶ

▼8月15日㈭・16日㈮ 稲武まつり
（稲武中学校グラ
ンド「どんぐりの里いなぶ」から歩いて約5分）

***

TEL.0565-83-3200（観光案内所）

❾つくで手作り村

●8月15日㈭ 定休日ですが、営業します。
●8月25日㈰ 模型鉄道定例走行会

❿立田ふれあいの里

●8月2日㈮～28日㈬ 蓮の写真展 展示
●8月9日㈮～25日㈰ ジャンボ・ぺポちゃん、
カボチャ展示・品評会

TEL.0536-37-2772
TEL.0567-23-1011

つくで手作り村

愛知県

「ロコマルシェ」
⓫あかばねロコステーション ●8月11日（日・祝）
TEL.0531-45-5088

***

手作り雑貨の販売やワークショップなど開催

***
立田ふれあいの里

***

⓬筆柿の里・幸田

●8月10日㈯～12日（月・振休）お盆セール お楽しみ抽選会&こどもまつり

⓭にしお岡ノ山

●毎週木〜日曜日 一色漁港直送の新鮮魚介類販売 ●8月3日㈯ 西尾和太鼓演奏
にしお岡ノ山
●毎週土・日曜日 たこ焼・焼きそば屋台 ●8月3日㈯ 西尾和太鼓演奏
●8月10日㈯ うなぎつかみ取り体験会
●8月10日㈯～18日㈰ 夏休みフェア
お盆用仏花・切花、帰省のお手土産に西尾の名産品 抹茶関連商品、三河一色えびせん等充実販売
●8月11日（日・祝）
・12日（月・振休）三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会
●8月17日㈯・18日㈰（第3土・日曜日）手焼き大いか焼き、たこ焼き、煎餅試食販売
●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円お買上げで1ポイント 20ポイントで地元名産品プレゼント

TEL.0564-63-5171

TEL.0563-55-5821

▼8月中旬の土曜日 こうた夏まつり
（幸田町民会館ハピネスヒル幸田）

▼8月中旬の土曜日 こうた夏まつり
（幸田町民会館ハピネスヒル幸田）

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

▼8月3日㈯ 岡崎花火大会
江戸時代から、情緒豊かな鉾船を浮かべた花火まつりとして広く知られていた、菅生神社の祭礼が元となっています。今日で
は、岡崎観光夏まつりと相まって、三河花火の粋を集めた全国屈指の花火大会となりました。仕掛け花火、百花園コンクール、
金魚花火、各種スターマインなど、バラエティに富んだ花火が楽しめます。
（市内、乙川・矢作川河川敷）
▼8月第1土･日曜日とその前週 岡崎城下家康公夏まつり
伝馬町や篭田公園、岡崎公園などで五万石おどり・五万石みこしなどが開催されます。大勢の人が踊るこの祭は、参加して楽し
い、見て楽しいまつりです。
（岡崎公園、籠田公園など）

道の駅

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

愛知県

●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 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 ししぎょうざもご賞味ください。
●8月10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?
●雨の日開催 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。
●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。

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

●～8月6日㈫［飯高茶屋］期間限定ドリンク ●～8月12日（月・振休）
［いいたかの店］お中元セール
●～8月26日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『8月の松花堂弁当』価格：990円
●～9月3日㈫［飯高茶屋］
［波瀬駅］かき氷 ●～9月5日㈭［レストラン］夏限定メニュー 価格：1,340円
飯高駅
●～9月10日㈫［飯高茶屋］夏限定ランチ 価格：680円 ●～9月19日㈭［レストラン］期間限定デザート
●～10月1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!!
●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ください!
●8月1日㈭～27日㈫【展示】第3回 西村速雄 写真展 ●8月1日㈭～31日㈯［いいたかの店］北海道フェア
●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。
●8月8日㈭～10月8日㈫［飯高茶屋］期間限定ドリンク ●8月11日（日・祝）
［いいたかの店］べっぴんさん弁当"
●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27日㈫～9月23日（月・祝）
［レストラン］
［波瀬駅］
『9月の松花堂弁当』価格：990円
●8月29日㈭～9月24日㈫【展示】松阪市景観こども絵画展

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

三重県

▼8月1日㈭～9月29日㈰ 前期：8月1日㈭～29日㈭／ 後期：8月31日㈯～9月29日㈰※作品入替のため、8月30日㈮は閉場（1階常設
展示のみ展覧可）パラミタミュージアム 岡田文化財団設立40周年記念 第14回 ’18日本のガラス展 Glass ’18 in Japan
▼8月31日㈯ 湯の山温泉御縁日
（湯ノ山温泉街）

❷菰野

TEL.059-394-0116

●8月3日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売

❽茶倉駅

TEL.0598-32-2555

▼8月10日㈯～18日㈰と土曜の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。
（リバーサイト茶倉）
●8月25日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント～夏野菜イベント～
（1回100円） ・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い
・夏飯の無料振舞い ・かぼちゃの冷製スープの無料振舞い ・夏野菜釣り
▼8月2日㈮～3日㈯ チャレンジわくわくキャンプ1泊2日
（大杉谷自然学校）
▼8月5日㈪～7日㈬ 夏のわくわくキャンプ2泊3日
（大杉谷自然学校）
▼8月10日㈯〜13日㈫、18日㈰ 家族で川遊び（大杉谷自然学校） ▼8月15日㈭ 千客万来夏まつり
（町内）
▼8月17日㈯ 夜の川は水族館（大杉谷自然学校） ▼8月18日㈰ 柳原おはこ市（町内）
奥伊勢おおだい
▼8月27日㈫・28日㈬ 夏の終わりのわくキャンプ1泊2日
（自然学校）
※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。

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

⓫関宿

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売

TEL.0595-97-8200

⓮あやま

***

TEL.0595-43-9955

⓰津かわげ

▼8月17日㈯（※雨天順延日：18日㈰・24日㈯・25日㈰）
関宿納涼花火大会（鈴鹿川河川敷）
▼8月1日㈭ 陽夫多神社祇園祭 願之山踊り奉納

あやま

●8月8日㈭～15日㈭ お墓参りのお花販売
●8月中旬～下旬 新米の食べ比べ 新米の試食・販売会

TEL.059-244-2755

***
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