道の駅
❶日義木曽駒高原
TEL.0264-23-3644

長野県（南信）

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

⓱南信州 うるぎ

TEL.0260-28-1051

道の駅のイベント
●定休日変更のお知らせ 火曜日定休（11月〜4月）
●11月2日㈯10：00～14：30 2019「権兵衛いも収穫祭」&「新そば祭」
・特産の粘りの強い「権兵衛いも」を特別価格で試食販売（生産者）
・当駅オリジナル商品「木曽産権兵衛そば（新そば）」&工房商品の試食販売 ・
「リコピントマト&信州りんご」詰め放題
石挽き自家製「権兵衛新そば」
メニューを特別価格で提供（限定80食）
（食堂）
●～11月4日（月・振休）フェアトレード&エコロジー展（2Fホール） ●11月14日㈭～18日㈪ 染色工房「久」作品展示会（2Fホール）
●11月16日㈯・17日㈰ 新そば試食販売会（外テント） ●11月22日㈮〜24日㈰ 飯島産洋らん・シクラメン大展示即売会（2Fホール）
・24日㈰ 生産者展示即売会（農産物）
（外テント）
●11月23日（土・祝）
●11月29日㈮〜12月8日㈰ 手作りクラフト小物展示即売会（2Fホール）
●「Bread & Sweets きらら」リニューアル！地元産にこだわり、旬の野菜・果物をふんだんに使用した季節限定ジェラートが日替わり
で並びます。
レストラン「kitchen そらら」
シェフ監修 ハンバーガー・サンドイッチの販売デーもあります。
●11月9日㈯～11日㈪ 熊本産みかん 詰め放題
●11月17日㈰ 秋の収穫祭 豊丘村の“おいしいもの”はもちろん、道の駅「南信州うるぎ」
「歌舞伎の里大鹿」からの特産品出張販売
もあり、3つの「道の駅」が一同に集結します。
●11月23日（土・祝）～12月2日㈪ 北海道・九州物産展
●11月3日（日・祝）9：00～15：00 秋色感謝祭&新米まつり
売木村秋の収穫祭 とれたて野菜、果物、手作り加工品など、売木村の特産品が並びます。毎年人気！ 売り切れ必須の信州和牛
の特価販売を行います！また、
どこよりも遅い新米「はざかけ米」の即売会に、新米まつりのメイン企画では、8升のお米でつくる
「ジャンボ五平餅」は無料でお配りいたします。
フィナーレでは100キロのお米を使った投げ餅を盛大に行います。

❶美並

●11月9日㈯・10日㈰ 道の駅美並周年祭（26周年）各種バザー

❸明宝（磨墨の里公園）

●11月17日㈰（第3日曜日）
「せせらぎ街道の日」土産売り場にて先着200名様にミニプレゼント

❹花街道付知

●11月2日㈯15：00開場／16：00開演 清流の里つけち川「高砂 薪能」
主催：付知観謡会 清流の里つけち川薪能実行委員会（イベント公園ステージ特設会場）

TEL.0575-79-3886
TEL.0575-87-2395
TEL.0573-82-2000

❺美濃白川

TEL.0574-75-2146

●営業時間変更のお知らせ
（平日）売店 9：00～17：00／温泉 10：00～20：00／屋台 9：00～16：00／レストラン 9：00～17：00
（土・日曜日・祝日）売店 9：00～18：00／温泉 10：00～21：00／屋台 9：00～17：00／レストラン 9：00～17：00
●定休日のお知らせ 温泉のみ毎週水曜日
●11月24日㈰ ピアチェーレお客様感謝Day お茶、ハムの特売等
「よいいち」お客様感謝Day 道の駅白川内の全店舗対象の抽選会（抽選会場：
「よいいち」前）

⓭平成

●11月16日㈯・17日㈰ しいたけまつり 原木しいたけ・乾燥しいたけの販売

ななもり清見

TEL.0577-68-0022

●11月3日（日・祝）秋の大収穫祭 イノシシ汁・秋餅や空くじなしの抽選会
・24日㈰ 飛騨牛の日 飛騨牛コロステーキ御膳・飛騨牛ほう葉みそ焼肉御膳が10%OFF
●11月23日（土・祝）

きりら坂下

●11月10日㈰ 新そば祭り ワンコインにてかけそば提供

織部の里もとす

●レストラン
「和美庵」秋メニュー販売中 鹿つみれの中華丼etc…
●11月16日㈯ そば打ち体験特典デー ●11月27日㈬ 定休日

TEL.0575-49-3797

TEL.0573-70-0050

岐阜県

TEL.0581-34-4755

古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

㊷おばあちゃん市・山岡
TEL.0573-59-0051

●11月1日㈮～4日（月・振休）初日10：00～、最終日〜14：30 織りと染の作品展
はた織同好会「織り姫」による作品展 様々な作品を展示 販売会も同時開催いたします。※入場無料
●11月1日㈮～15日㈮ 第3回道の駅古今伝授の里やまとフォトコンテスト 作品展
今年で3回目を迎えるコンテスト 沢山の郡上大和の魅力が詰まった作品が、市内はもちろん、県外からも応募頂きました。その中
から選ばれた、入賞作品の作品展を開催します。※入場無料
●11月2日㈯・3日（日・祝）ふれあい動物園
小さな動物とふれあう、子供たちに大人気のイベント ポニーの乗馬体験も開催 ご家族みなさんで楽しめます。※入場無料
●11月2日㈯～4日（月・振休）感謝祭 今年も開催します。年に一度の感謝祭 各店舗お得な商品、メニューをご用意してお待ちしております。
大抽選会 感謝祭の大イベント、抽選会 今年の1等は沖縄旅行を予定 他にも郡上の特産品など、魅力的な景品をご用意しております。
とんぼ玉展示販売 こだわりの作品が並びます。
●11月2日㈯、4日（月・振休）シルクスクリーン印刷ワークショップ 郡上市の代表的産業、シルクスクリーン印刷が体験できます。自分だ
けのオリジナル作品を作って、楽しんでください。
●11月3日（日・祝）絵馬展示販売 神社などにも奉納される絵馬 その作家さんによる展示販売 縁起のよい、見ごたえのある作品が並びます。
●11月4日（月・振休）中庭ライブ 地元のアマチュアユニットが演奏 楽しい音楽で一日盛り上げてくれます。※入場無料
●11月10日㈰※小雨決行、悪天候の場合、17日に延期 どうぞ2nd handmarket GOODS & CLOTHES
おもちゃや、子供服などのフリーマーケット 交換会も予定
●11月10日㈰～18日㈪ Fujiステンドガラス工房 ステンドガラス作品展 ステンドグラスと手芸小物の作品が並びます。
10日㈰、16日㈯・17日㈰ ワークショップ開催 ※入場無料
●11月16日㈯ 結婚式の為レストランおがたま貸切になります。
●11月22日㈮～25日㈪ 三島志眞子作品展～古布に想う～ 古布の洋服やバック、藍染の作品が並びます。販売も同時開催します。※入場無料
●毎週金曜日 うすずみ温泉 入浴ポイント2倍デー ポイントカード新規加入の方にタオル1本と歯磨きセットをプレゼント!
●11月9日㈯・10日㈰ うすずみ温泉子供無料デー 3歳～小学生以下、
お子様入浴料が無料になります。
●11月23日（土・祝）うすずみ温泉いい風呂の日 回数券特売 大人回数券
（12枚綴り）
ご購入の方に入浴券2枚プレゼント!
●11月17日㈰ 大やきいも大会

道の駅

道の駅のイベント

岐阜県

柳津

24日㈰ やなちゃんマーケット
●11月10日㈰、

㊼宙ドーム・神岡

●11月2日㈯ 1回目 11：00～11：45／2回目14：00～14：45 講演会「スーパーカミオカンデによるニュートリノ観測の最前線」
講演者／中畑雅行（スーパーカミオカンデ実験代表者・東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設長）
※定員150名様程度（道の駅スカイドーム・神岡2F）

美濃にわか茶屋

●毎週金曜日9：00〜11：00 レストラン試食の日 モーニング プラス 地元野菜を使って調理した料理を5〜6品並べて食べて頂けます。
●11月9日㈯・10日㈰ しほろフェア 姉妹都市 北海道士幌町のしほろ牛・じゃがいも・大豆等を販売致します。
●11月17日㈰ フリーマーケット 5〜8名の方が出店されます。色々商品が揃っています。

清流白川 クオーレの里

●11月23日（土・祝）
・24日㈰ マス釣りサービスイベント

❷くんま水車の里

●〜2020年3月31日㈫ 営業時間変更のお知らせ 9：00〜16：00、食事処 10：00〜（オーダーストップ15：00）
●11月23日（土・祝）秋の棚田を歩こう 棚田ウォーク・竹筒ごはん作り・しめ縄作り

❻フォーレなかかわね茶茗舘

●11月1日㈮ 全国茶品評会入賞茶 園主 呈茶（つちや農園） ●11月2日㈯〜4日（月・振休）全国茶品評会入賞茶 園主 呈茶（松島園）
●11月8日㈮〜10日㈰ 全国茶品評会入賞茶 園主 呈茶（相藤園） ●11月17日㈰、23日（土・祝）語り部の会 話楽座 川根時間
●11月24日㈰ SUN SUNマーケット

❼天城越え

●11月1日㈮～30日㈯ 天城越え 紅葉まつり

TEL.058-388-8719
TEL.0578-82-6777

TEL.0575-33-5022
TEL.0574-72-2462

TEL.053-929-0636
TEL.0547-56-2100

TEL.0558-85-1110

静岡県

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●～12月1日㈰11：00～14：30※金〜月曜日のみ 宝石さがし
1袋200円で、お子さまも大人も夢中になる必ず見つかる
『宝石さがし』見つけた宝石はもちろんお持ち帰り ※開催日個数限定
●11月1日㈮～12月28日㈯ 音戯工房 クリスマス期間限定商品登場！
！
「パンダサンタねんどキャンドル」や「まつぼっくりツリー」、
「ふわふわクリスマスリース」等を予定。詳細は、
「奥大井音戯の郷」HP
にて随時更新します。※体験には、工房体験料・ミュージアム入館料が必要となります。
●11月9日㈯※雨天時は10日㈰に順延 奥大井ふるさと祭り 奥大井の秋の風物詩。特設会場では、たくさんの地場産品の販売、演奏
等のプログラムが開催され、会場を盛り上げてくれます!

⓭天竜相津花桃の里

●毎週土曜日 五平餅販売 花桃の里で1本300円で販売
●毎週日曜日 串芋販売 海老芋を使用しています。

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●11月10日㈰13：00〜なくなり次第終了※少雨決行、荒天時中止 マリーナビジターの釣り上げたカジキを炭火焼きにしたものを無
料配布いたします。500食限定となっておりますのでお早めに（太陽のステージ〜マリにゃんステージ）

⓯開国下田みなと

●11月16日㈯ 伊豆大特産市in開国下田みなと 伊豆地域の人気特産品が大集合！主催：伊豆大特産市実行員会（駐車場内）

⓱ふじおやま

●11月9日㈯9：00〜13：00 開駅15周年記念祭 歌謡ショー、大道芸のイベント

⓲潮見坂

●11月3日（日・祝）9：00～15：00 秋の収穫祭 道の駅出荷者による主に農産物の対面販売
潮風朝市 潮見坂フランクフルト

⓳伊豆のへそ

●11月23日（土・祝）～25日㈪
道の駅「伊豆のへそ」
リニューアル1周年を記念して、野菜の軽トラ市や抽選会など様々なイベントで皆様をお迎えします。

❶豊根グリーンポート宮嶋

●11月9日㈯・10日㈰10：00～15：00 道の駅秋まつり
「秋穫感謝祭」
・おったまげ市場 秋の野菜、特産品 ・新米詰め放題1回300円 ・駅長とジャンケン大会 ・田舎いも煮汁サービス
・餅つき大会 ・売店にてお楽しみ抽選会（2,000円お買上毎1回くじ引き）

❻どんぐりの里いなぶ

●11月17日㈰ 芋煮会

❼アグリステーションなぐら

●11月23日（土・祝）アグリ感謝祭 日頃の皆様のご来場に感謝して豚汁・つきたてもちなど提供 ※有料

❾つくで手作り村

●11月4日（月・振休）収穫祭 豚汁ふるまい・新米特売・にじますつかみどり大会・くじ引き など

⓫あかばねロコステーション

●11月10日㈰ ロコマルシェ 手作り雑貨、
ワークショップ

TEL.053-923-2339

TEL.0558-25-3500
TEL.0550-76-6600
TEL.053-579-3600
TEL.0558-76-1630

TEL.0536-87-2009

TEL.0565-83-3200
（観光案内所）
TEL.0536-65-0888

TEL.0536-37-2772
TEL.0531-45-5088

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

愛知県

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

⓮瀬戸しなの

TEL.0561-41-3900

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

●11月1日㈮～年内（※予定）
【筆柿ポスター展】地域振興施設売店内において地元小学校児童による筆柿のポスターの掲示
【モザイクアート展】えこたんルームにおいて10月に開催したイベントで作成したモザイクアートを掲示します。全て来駅者の
方々の手によって作られた温かみのある作品です。ぜひご覧ください。
●11月2日㈯・3日（日・祝）〜なくなり次第終了 収穫祭 おしるこ無料配布（先着順）
●11月3日（日・祝）干柿作り教室※都合により変更あり
●11月1日㈮ ポイント2倍デー ●11月1日㈮〜 道の駅10周年記念切符配布（限定300枚）
●11月1日㈮7：45〜 目指せ100人大ラジオ体操、終了後10周年セレモニー 参加者に記念品贈呈
●11月2日㈯ 1日子供駅長体験 予め募集したチビッ子に簡単な駅長業務体験
西尾中学校による
「呈茶会」来駅されたお客様に情報コーナーにて呈茶サービス
●11月2日㈯10：00〜 キッズ集まれ! プールに入ったウナギをタライに移せたらジュースサービス
●11月2日㈯・3日（日・祝）店頭にてウナギ蒲焼、弁当、鰻焼きおにぎり、肝串実演販売
●毎週土・日曜日 岡ノ山屋台 たこ焼き、焼きそば、五平餅、みたらし、たませんなど
●11月2日㈯・3日（日・祝）10：00〜 産直振る舞い 来駅されたお客様へあったかーい芋煮汁サービス
●11月3日（日・祝）11：00、14：00 地元ヒーローカテキングの大人気ヒーローショー
●11月4日（月・振休）移動販売HORIDO店頭販売 肉巻き五平餅、みたらし、甘味処

にしお岡ノ山

●11月2日㈯7：00～9：00 元気な朝市 生産者・加工業者の対面販売
●11月9日㈯・10日㈰9：00～ 窯元スタンプラリー 店内スタンプ3か所設置、
スタンプ集めてプレゼントゲット
●11月9日㈯・10日㈰、16日㈯・17日㈰ 岩屋堂ライトアップ、せとめし食堂のみ延長営業（16：30～21：00）
●11月10日㈰9：30～ 手作りクラフト つるし飾り
●11月16日㈯9：30～14：00 手作りクラフト 古布でがま口ポーチ
●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 フィギアや雑貨、手作り小物が並びます。
もっくる新城
●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。
●11月3日
（日・祝）スズキワールド豊川ミーティング バイク好き集まれ！バイク展示あるかも？ 飛び入り歓迎
●11月9日㈯ シクラメン品評会 生産量トップクラスの設楽町のシクラメンをお値打ち価格で提供 先着200名様にアンケート記入で
ガーデンシクラメンプレゼント
●11月10日㈰※雨天順延17日㈰ ON TIME CANNON BALL 3rd海ルート 渥美半島の道の駅を経由して秋のツーリングコースを設
定時間ピッタリで回るバイクのイベント
●11月24日㈰ ドリフト車ミーティング ドリフト車を自慢しあう会 見学歓迎

愛知県

道の駅

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

道の駅のイベント
●毎週日曜日 コメ米コーナー全品10%OFF ●11月3日（日・祝）みんなのみなみの日
●11月10日㈰ オンタイムキャノンボール開催 スタート：
「もっくる新城」／ゴール：
「とよはし」
、
さいころチャンス
●11月17日㈰ とことん豊橋の日
●11月22日㈮ いい夫婦の日 ＜菜ッ花園＞さんの「シクラメン鉢」
プレゼント、2,000円以上のお買上のお客様先着100名様
「三河ポーク」試食大即売会 ●11月24日㈰ きのこ祭り
●11月23日（土・祝）地元のいい肉食彩祭り「黒潮牛」

三重県

●～11月19日㈫［飯高茶屋］期間限定ドリンク、
【展示】
［波瀬駅］第2回 徳見恭助 絵画展
●～11月21日㈭［飯高茶屋］期間限定デザート 価格：290円
●～11月25日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『11月の松花堂弁当』価格：990円
●～11月26日㈫【展示】第4回Decoクレイクラフト作品展
●～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!
●～12月5日㈭［レストラン］秋限定メニュー 価格：1,360円 ●～12月10日㈫［飯高茶屋］秋限定ランチ 価格：690円
●～12月17日㈫【展示】
［飯高茶屋］第7回 柳瀬春夫 写真展
●～2020年2月25日㈫［いいたかの湯］熱め湯 ●～2020年3月31日㈫［いいたかの湯］大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり
●～2020年6月30日㈫［いいたかの湯］温泉シールラリー「ゆらん」
●～2020年9月29日㈫［いいたかの湯］ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
●11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！
●11月1日㈮～30日㈯［いいたかの店］県内道の駅フェア
●11月14日㈭～12月30日㈪［いいたかの店］お歳暮セール
●11月14日㈭～2020年2月25日㈫［レストラン］
［波瀬駅］冬季限定 ぼたん鍋
●11月21日㈭～2020年1月16日㈭［飯高茶屋］期間限定ドリンク
飯高駅
●11月22日㈮～2020年1月23日㈭［飯高茶屋］期間限定デザート
●11月26日㈫～12月30日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『12月の松花堂弁当』価格：990円
●11月28日㈭～12月24日㈫【展示】山本紫苑 詩 作品展

❽茶倉駅

●11月2日㈯10：00～13：00 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜の販売
●11月16日㈯～30日㈯ 山好きびと写真展 ●11月23日（土・祝）いいなん山里マルシェ

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●11月24日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント ～きのこイベント～
・きのこ汁の無料振舞い ・さつまいもご飯の無料振舞い ・スイートポテトの無料振舞い ・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

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

TEL.0598-32-2555

TEL.0595-97-8200

⓰津かわげ

TEL.059-244-2755

●平日15：00〜17：00 おやつ手作りパンサービスセット お好きなパン4個＋フリードリンク510円
●11月2日㈯ バターナッツ試食販売会 ポタージュスープ 試飲 レシピ
●11月17日㈰ みかん かご盛り放題 1盛り300円でみかん盛り放題
●11月23日（土・祝）さといも詰め放題 試食販売会 煮っころがし 試食 レシピ
●11月23日（土・祝）〜12月1日㈰ 四日市萬古焼 特別販売会（イベント広場） ●11月30日㈯ こんにゃく試食販売会

道の駅

道の駅のイベント

長野県

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●〜12月8日㈰ 手作りクラフト小物展示即売会（2Fホール）
●12月11日㈬〜29日㈰ モンゴルチャリティーバザー（2Fホール）

⓮田切の里

●12月10日㈫・11日㈬ ひかり味噌合同イベント
「みそ祭り」2日間、ひかり味噌さんのみそを格安で販売します。

⓯南信州とよおかマルシェ

●～12月2日㈪ 北海道・九州物産展
●12月21日㈯・22日㈰ 歳末かあちゃんマルシェ 豊丘村の農家のかあちゃんによる 手作り“村の母の味” 販売 当日の朝焼き上げた
「焼きたて窯出しアップルパイ」が人気です。

❸明宝（磨墨の里公園）

●12月15日㈰（第3日曜日）
「せせらぎ街道の日」土産売場にて先着200名様にミニプレゼント

TEL.0265-98-5525
TEL.0265-48-8061

TEL.0575-87-2395

❺美濃白川

TEL.0574-75-2146

●12月1日㈰ チャオ・肉ニク フェスタ 白川町振興会による試食・販売・豚汁サービス（「よいいち」内 野菜村チャオ）
●12月15日㈰ チャオ年末セール 正月飾りの販売、甘酒サービス、餅つき大会等（「よいいち」内 野菜村チャオ）
●12月22日㈰ ピアチェーレお客様感謝Day お茶、ハムの特売等
「よいいち」お客様感謝Day 道の駅美濃白川内の全店舗対象の抽選会（抽選会場：
「よいいち」前）
●12月30日㈪～2020年1月1日（水・祝）全館休業

岐阜県

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●毎週水曜日、12月31日㈫ 定休日
●12月21日㈯ そば打ち体験特典デー

㉛大日岳

●12月1日㈰～2020年3月31日㈫ 休業

古今伝授の里やまと

●12月6日㈮ Good Job喫茶 特別支援学校のみなさんによる喫茶 手作りのお菓子と、お飲み物をお召し上がり頂けます。
●12月15日㈰ オカリナとギター クリスマスコンサート
昨年好評だったコンサート 優しい音色に癒されます。※事前にご予約必要、料金：チャージ料込1,200円（レストランおがたま）

TEL.0575-72-5007
TEL.0575-88-2525

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

●毎週金曜日 うすずみ温泉 入浴ポイント2倍デー ポイントカード新規加入の方にタオル1本と歯磨きセットをプレゼント!
●12月14日㈯・15日㈰ うすずみ温泉子供無料デー 3歳～小学生以下、お子様入浴料が無料になります。
●12月28日㈯ うすずみ温泉いい風呂の日 回数券特売 大人回数券（12枚綴り）
ご購入の方に入浴券2枚プレゼント!

㊷おばあちゃん市・山岡

●12月22日㈰ ありがとう市

㊹月見の里南濃

TEL.0584-58-0258

●12月上旬 開駅15周年イベント
・農産物朝市 ・柿・みかん詰め放題 ・ポップコーン･綿菓子プレゼント
・みかんもちつき大会 ・みかんまき ・柿の種とばし大会 など

柳津

●12月8日㈰、22日㈰ やなちゃんマーケット

TEL.0573-59-0051

TEL.058-388-8719

美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

月見の里南濃

●毎週金曜日9：00〜11：00 レストラン試食の日 モーニング プラス 地元野菜を使って調理した料理を5〜6品並べて食べて頂けます。
●12月15日㈰ フリーマーケット 5〜8名の方が出店されます。色々商品が揃っています。
●営業時間変更のお知らせ 12月31日㈫9：00〜16：00、2020年1月2日㈭より営業 9：00〜16：00、2020年1月3日㈮〜 9：00〜18：00

道の駅

道の駅のイベント

岐阜県

清流白川 クオーレの里

●12月15日㈰ リースつくり&ピザを味わう

❶富士

●12月21日㈯（※予定）装いを新たにリニューアルオープン！前日20日㈮にはオープンニングセレモニーを開催

❷くんま水車の里

●〜2020年3月31日㈫ 営業時間変更のお知らせ 9：00〜16：00、食事処 10：00〜（オーダーストップ15：00）
●12月1日㈰〜2020年2月29日㈯ 休業日の変更 毎週水・木曜日 定休日となります。

❻フォーレなかかわね茶茗舘

●12月15日㈰ 語り部の会 話楽座
●12月21日㈯ 手揉み体験

TEL.0574-72-2462

TEL.0545-55-2777
TEL.053-929-0636

静岡県

TEL.0547-56-2100

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●～12月1日㈰11：00～14：30※金〜月曜日のみ 宝石さがし 1袋200円で、お子さまも大人も夢中になる必ず見つかる
『宝石さが
し』見つけた宝石はもちろんお持ち帰り ※開催日個数限定
●～12月28日㈯ 音戯工房 クリスマス期間限定商品登場！
！
「パンダサンタねんどキャンドル」や「まつぼっくりツリー」
、
「ふわふわクリスマスリース」等を予定 詳細は、
「奥大井音戯の郷」HP
にて随時更新します。※体験には、工房体験料・ミュージアム入館料が必要となります。

⓲潮見坂

●12月1日㈰ 潮風朝市 潮見坂フランクフルト

⓳伊豆のへそ

●12月
（※未定）
「伊豆のへそ 年末年始大感謝祭」
野菜の特売、大抽選会（※予定）、いちご、
クリスマス企画、紅白大福販売（※予定）

TEL.053-579-3600
TEL.0558-76-1630

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●12月1日㈰～2020年1月31日㈮ 冬のイルミネーション 今年も道の駅のイルミネーションを見に来てください。
●12月 毎週水曜日は定休日になります。
●12月21日㈯10：00～12：00 道の駅小さなクリスマス会 赤ちゃんから小学校3年生までのお友だち、みんなで歌ったり、踊ったりし
ましょう♪

⓫あかばねロコステーション

●12月8日㈰「ロコマルシェ」手作り雑貨・ワークショップ

⓬筆柿の里・幸田

●12月21日㈯・22日㈰〜なくなり次第終了 道の駅筆柿の里の日 つきたてお餅無料配布（先着順）
●営業時間変更のお知らせ 12月31日㈫ 16：00閉店

⓭にしお岡ノ山

●毎週木～日曜日 三河一色漁港直送の新鮮魚介類対面販売
●毎週土・日曜日 岡ノ山屋台 たこ焼き、焼きそば、五平餅、みたらし、たませんなど
●第3土・日曜日 味の老舗青山さんの手焼きイカ姿焼き、大タコ焼き実演販売

TEL.0531-45-5088

愛知県

TEL.0564-63-5171

TEL.0563-55-5821

⓮瀬戸しなの

TEL.0561-41-3900

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

●12月7日㈯・8日㈰9：00～15：00 物産展 風のマルシェ御前崎・シーサイド高浜対面販売（多目的広場）
●12月14日㈯9：30～14：00 手作りクラフト 干支を作りましょう。
●12月15日㈰9：30～ 手作りクラフト 正月飾りを作りましょう。
瀬戸しなの
●12月21日㈯9：00～12：00 門松作り&軽トラ 門松作り・餅の振る舞い
●12月24日㈫9：00～15：00 店内でサンタクロースを探せ
（小学6年生までのお子様）
●12月8日㈰ 道の駅藤川宿7周年大感謝祭
道の駅藤川宿にて開催 芋煮のふるまいなど 来て、見て、体験して食べて、お楽しみください。
●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。
●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 チャンピオンの技が目の前で見られるかも!

三重県

●～12月5日㈭［レストラン］秋限定メニュー 価格：1,360円
●～12月10日㈫［飯高茶屋］秋限定ランチ 価格：690円
●～12月17日㈫【展示】
［飯高茶屋］第7回 柳瀬春夫 写真展
●～12月24日㈫【展示】山本紫苑 詩 作品展
●～12月30日㈪［いいたかの店］お歳暮セール、
［レストラン］
［波瀬駅］
『12月の松花堂弁当』価格：990円
●～2020年1月16日㈭［飯高茶屋］期間限定ドリンク
●～2020年1月23日㈭［飯高茶屋］期間限定デザート
●～2020年2月25日㈫［いいたかの湯］熱め湯、
［レストラン］
［波瀬駅］冬季限定 ぼたん鍋
●～2020年3月31日㈫［いいたかの湯］大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり
●～2020年6月30日㈫［いいたかの湯］温泉シールラリー「ゆらん」
●～2020年9月29日㈫［いいたかの湯］ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
●12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！
●12月1日㈰～30日㈪ 福笑いキャンペーン 飯高駅・波瀬駅の施設を利用してスタンプを集めて応募すると抽選で豪華賞品が当たる!
●12月6日㈮～2020年3月5日㈭［レストラン］冬限定メニュー 価格：1,360円
●12月12日㈭～2020年3月10日㈫［飯高茶屋］冬限定ランチ 価格：690円
●12月13日㈮～15日㈰［いいたかの湯］回数券キャンペーン
［飯高茶屋］期間限定ドリンク
●12月19日㈭～2020年2月11日（火・祝）
●12月21日㈯・22日㈰［いいたかの湯］ゆず湯
●12月26日㈭～2020年1月28日㈫ 花もち飾り
●12月11日㈬、31日㈫、2020年1月1日（水・祝）全館休業

❽茶倉駅

●12月7日㈯10：00～13：00 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜の販売

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●12月22日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント ～冬至イベント～
・ゆず鍋の無料振舞い ・スイートパンプキンの無料振舞い ・冬野菜釣り/1回100円 ・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

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

⓮あやま

●12月初旬（※予定）年末イベント 豚汁・餅販売

TEL.0598-32-2555

TEL.0595-97-8200
TEL.0595-43-9955

⓰津かわげ

TEL.059-244-2755

●新酒フェア 地元の酒蔵さんの新酒販売
●12月24日㈫ X'masチキン販売 モモ肉をお値打ちに!
●12月26日㈭～31日㈫ 年末大売出し お正月の食材を揃えて しめ縄・仏花・カニ・魚・野菜
●12月27日㈮〜2020年1月5日㈰ 四日市萬古焼 特別販売会（イベント広場）
●12月29日㈰〜31日㈫11：00〜 温まるとん汁・海鮮汁 振る舞い 先着100名様（イベント広場）

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

津かわげ
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