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❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●1月13日（月・祝） 鏡開き ジャンボ鏡もち重量当てクイズ当選発表、おしる粉サービス

⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

●1月中 イルミネーション　●1月3日㈮ スタンプカード ポイント還元2倍
●1月3日㈮〜5日㈰ ポイント2倍

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●〜1月3日㈮ 年始休業　●1月4日㈯〜 通常通り営業いたします。
●〜2月29日㈯ Blue tree イルミネーション 街頭の少ない村の中でひときわ輝きを放つイルミネーションをご覧ください。
　Bread&Sweetsきらら「季節の果物・野菜ジェラート販売」 地元産にこだわり、生の野菜・果物をふんだんに使用した季節限

定・日替わり・オリジナルジェラートを販売 
●1月11日㈯・12日㈰ かあちゃんマルシェ 月に1度のおたのしみ 豊丘村の農家のかあちゃんによる出来立て“村の母の味”販売会

⓰大芝高原
TEL.0265-76-0048

●〜3月 毎週木曜日定休日（直売所・味工房）、キャンプ場・マレットゴルフ場・グランド・アスレチック 冬季休業（大芝公園内）
●1月1日（水・祝）13：00〜17：00 元日から営業 新年イベント（大芝の湯） 
●1月3日㈮ 初売（直売所・味工房）
●1月17日㈮ 味工房の日（直売所・味工房）

❸明宝（磨墨の里公園）
TEL.0575-87-2395

●1月19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
TEL.0573-82-2000

●甘酒各種販売中
●〜3月 いももち定食販売中（花街道食堂）

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●1月26日㈰ 道の駅美濃白川ピアチェーレ お客様感謝デー 自家製ハムアウトレット販売、美濃白川茶特売

⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里
TEL.0573-48-3366

●1月4日㈯ 甘酒ふるまい 先着100名様　●1月4日㈯・5日㈰ 三ケ日みかん 袋詰め放題! ※数量限定
●1月5日㈰ 豚汁ふるまい 先着100名様

�きりら坂下
TEL.0573-70-0050

●〜1月3日㈮ 年末年始休業　●1月〜2月（冬季期間） 毎週水・木曜日を休館日と致します。
●1月4日㈯〜 営業します。

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●レストラン「和美庵」 幻の徳山唐辛子使用した、当駅オリジナルうどん販売中
●1月1日（水・祝）〜3日㈮ 新春大抽選会開催　●毎週火・水曜日（元旦は除く） 定休日
●1月18日㈯ そば打ち体験特典デー

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●〜3月 休業いたします。

㉝むげ川
TEL.0575-46-2696

●〜1月2日㈭ 年末年始、休業日
●1月3日㈮ 初売り ご来店のお客様にみかんを1つずつ進呈します。

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●1月1日（水・祝） 休館します。　●1月2日㈭10：00〜 営業します。
●〜3月16日㈪ 冬季期間、一部店舗の営業時間が17：00までとなります。
●1月2日㈭10：00〜 【里芋汁の振る舞い】 
　2020年最初のイベント 初売りに記念して、郡上大和産里芋を使った、芋汁をお振舞します。（先着100名様）
●1月12日㈰ 【餅つき大会】 昔ながらの杵と臼でつくおもち お餅つきを体験していただいたり、つきたてのお餅を召し上がっ

て頂いたり、冬ならではのイベントをお楽しみください。
●1月24日㈮ 【Good job喫茶】 
　地元の特別支援学校の生徒さんによる、喫茶 コーヒーやジュースなどと一緒に、手作りのお菓子も楽しめます。
●1月26日㈰ 【郡上かるた大会】 
　「郡上かるた」は、郡上の歴史・人物・史跡・名勝・社寺・産業等を紹介し、誰もが郷土の歴史や地理などの要点を易しく学べる

ようにした「郷土かるた」です。そのかるたは、小学生を中心に、人気となっており、郡上市をあげての大会も開催されていま
す。道の駅では、独自の大会を毎年開催しております。入賞チームには、賞品もご用意しております。 （参加費100円）

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

●1月1日（水・祝） 甘酒のサービス ※先着100名様限定
●1月1日（水・祝）・2日㈭ うすずみ温泉正月催し 1日（水・祝）新春お年玉くじ、2日㈭ 獅子舞・南京玉すだれ（温泉館にて）
●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！
●1月11日㈯・12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日㈯ 鏡開きぜんざい振る舞い、12日㈰ 新春ふれあいコンサート 
●1月25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！

㊴志野・織部
TEL.0572-55-3017

●1月2日㈭・3日㈮ 新春福引大会

㊷おばあちゃん市・山岡
TEL.0573-59-0051

●1月2日㈭ 門付け万歳 お笑い漫才の原点とも言われていて国の重要無形民俗文化財に指定されていてなかなか見ることの
出来ない漫才です。笑う門には福来る！

�柳津
TEL.058-388-8719

●1月26日㈰ やなちゃんマーケット

㊼宙ドーム・神岡
TEL.0578-82-6777

●1月1日（水・祝）〜3日㈮ 休館です。
●毎週土・日曜・祝日 12：20〜12：35 ランチタイムトーク 
　知っておきたい科学の話題・旬のテーマをサイエンスコミュニケーターがお話しします。

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●1月11日㈯ 手揉み体験

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●1月2日㈭〜5日㈰10：00〜16：30 おとぎ新春イベント2020 
　毎年恒例の人気企画『赤石太鼓ライブ』や、体験工房では期間限定で『みみのおおきなネズミねんどキャンドル』、『落ちない

福だるま』も作ることができます。※詳しいイベント情報は『おとぎのさと』ホームページにてご確認ください。 
●1月18日㈯、25日㈯ 星空列車運行日限定 開館時間延長 
　大井川鐵道井川線の「星空列車」運行日に限り、以下のとおり開館時間を延長します。
　【開館時間】10：00〜17：00（ミュージアム最終受付～16：30、体験工房～15：30）

❿川根温泉
TEL.0547-53-4330

●1月1日（水・祝）〜なくなり次第終了 餅つきとお汁粉振舞い 
●1月2日㈭・3日㈮〜なくなり次第終了 甘酒振舞い

⓭天竜相津花桃の里
TEL.053-923-2339

●1月3日㈮ 新春感謝祭 11：00〜 豚汁サービス、くし芋1本300円

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●1月1日（水・祝） 元日無料配布イベント おしるこ缶とカイロの無料配布を行います。 
　6：00〜 おしるこ（先着1,000名様）、6：30〜 カイロ（先着500名様）（施設海側観覧席前）
●1月1日（水・祝）〜3日㈮10：00〜15：00 お正月遊び 
　正月ならではの遊具（こま・けん玉・羽子板等）で楽しんでいただきます。（太陽のステージ）

⓲潮見坂
TEL.053-579-3600

●1月1日（水・祝）6：00〜甘酒が無くなるまで  初日の出イベント 甘酒1,000杯来店者に無料配布いたします。

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

●〜1月3日㈮（※予定） MERIDA×BASE 休業
●〜1月5日㈰（※予定） GKB&Village ディナーバイキング時にカニ食べ放題が登場
●1月1日（水・祝）〜5日㈰（※予定） 村の駅 大抽選会 3,000円以上お買い上げのレシートをお持ちのお客様にガラポン抽選会
●1月2日㈭〜4日㈯（※予定） 村の駅 干物市
●1月2日㈭〜5日㈰10：00〜15：00（※予定） IZU Village 大鍋キノコ汁販売

�くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●1月1日（水・祝） 元旦初踊り・初太鼓
●1月5日㈰、12日㈰、19日㈰、26日㈰ 繋げようライブの輪 ライブイベント グルメマルシェ出店
●1月25日㈯ 第15回リトルくるフェスタ ライブイベント グルメマルシェ出店

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●1月2日㈭〜5日㈰10：00〜15：00 「お正月を祝おう！！」 
　・祝正月フリーマーケット　・お汁粉サービス（レストランご利用のお客様にお汁粉サービスがあります。）
●1月25日㈯・26日㈰10：00〜15：00 「旧正月を楽しもう！！」 
　餅ち花つくり 作った餅ち花は持ち帰れます。（材料費300円、レストラン「ふるさと」）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●1月2日㈭ 凧保存会による小凧配布、餅つき、豚汁振舞い
●1月3日㈮ ポトフ振舞い（先着200名様）　●1月26日㈰ めっくんマルシェ

❹伊良湖クリスタルポルト
TEL.0531-35-6631

●〜1月5日㈰（※予定） 「岬亭」にて「まぐろ丼」期間限定販売 1,050円（税込）
●1月1日（水・祝） AM5：00開館　●1月2日㈭〜4日㈯ AM6：50開館

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●1月2日㈭・3日㈮ 甘酒の振る舞い

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●1月11日㈯ 鏡開き おしるこふるまい

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●1月25日㈯・26日㈰ 新年お年玉抽選会 スピードくじ（予定）

⓫あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●1月1日（水・祝）7：00〜 甘酒ふるまい
●1月12日㈰ ロコマルシェ 手作り市・ワークショップ

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●1月3日㈮ 初売り・甘酒無料配布 ※数量限定

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●1月1日（水・祝） 岡ノ山産直振る舞い（甘酒）、道の駅内食堂いっぷく亭にて定食に小鉢（出し巻き卵）お汁粉サービス
●1月1日（水・祝）〜3日㈮ 岡ノ山店内買い物500円毎のポイントサービスが三が日は2倍!!
●1月2日㈭ 岡ノ山餅つき大会（産直会員、小島&江原町内会合同）
●1月13日（月・祝） 京華サークル大正琴のしらべ演奏会　●1月17日㈮ 第2回炊き出し体験

⓮瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●〜1月31日㈮ 道の駅瀬戸しなの冬の俳句コンテスト 
　冬野菜に因んだ俳句を応募して賞品ゲット（情報施設） ※お一人様2句迄、結果発表は2月15日㈯店頭にて
●1月5日㈰9：00〜売り切れ次第終了 新春初売り福袋 各加工業者によるお値打ちな福袋（特設コーナー）
　①10：00〜、②11：00〜 和太鼓演奏（多目的ホール）
　9：00〜無くなり次第終了 甘酒の振る舞い（店内正面入口）
　干支の置物プレゼント 500円以上お買い上げ全員のお客様にプレゼント※無くなり次第終了（レジにて）
●1月26日㈰9：30〜 手作りクラフト 講師／桑内夫妻 節分の壁掛飾りを作りましょう。※参加費無料（情報施設）
　13：00〜 アコースティックライブ（情報施設）
●1月29日㈬9：00〜 肉の日 精肉、冷凍食品、ハム、ソーセージなど（精肉コーナー）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●1月6日㈪11：00〜、14：00〜（各100名様分） 新年恒例 甘酒の振舞い
●1月11日㈯〜19日㈰ 法性寺ねぎウィーク 岡崎市のブランドネギをたっぷり食べましょう。

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●ゴロンタ（薪ストーブ）活躍中！ お客様を温か～くお迎えします。
●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。
●〜1月1日（水・祝）〜1：00 年越そば 今年も夜通しがんばります。
●1月1日（水・祝）〜3日㈮ 振る舞い餅つき 飛び入り参加も大歓迎
●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。
●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。

大芝高原

柳津

織部の里もとす

フォーレなかかわね茶茗舘

どんぐりの里いなぶ

あかばねロコステーション

もっくる新城

伊東マリンタウン田切の里

田原めっくんはうす

にしお岡ノ山

川根温泉

古今伝授の里やまと
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❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●2月7日㈮〜11日（火・祝）、14日㈮〜16日㈰ 草春花の会（福寿草・雪割草）展示会

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●〜2月29日㈯ Blue tree イルミネーション 街灯の少ない村の中でひときわ輝きを放つイルミネーションをご覧ください。
　Bread&Sweetsきらら「季節の果物・野菜ジェラート販売」 地元産にこだわり、生の野菜・果物をふんだんに使用した季節限

定・日替わり・オリジナルジェラートを販売
●2月1日㈯〜7月31日㈮ フォトコンテスト「南信州とよおかマルシェで思い出の写真を1枚」 
　フォトスポットタペストリー、夕映えテラス、イルミネーション、“おいしい!”笑顔...など、南信州とよおかマルシェで
　撮影した写真を応募してください。
　※詳細はホームページをご覧ください。
●2月9日㈰、29日㈯ 里山汁ふるまい 豊丘村のかあちゃん特製 里山汁をふるまいます。

⓰大芝高原
TEL.0265-76-0048

●2月21日㈮ 直売所・味工房の日

❸明宝（磨墨の里公園）
TEL.0575-87-2395

●2月16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

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●2月23日（日・祝） 道の駅美濃白川ピアチェーレ お客様感謝デー 自家製ハムアウトレット販売、美濃白川茶特売

�きりら坂下
TEL.0573-70-0050

●〜2月（冬季期間） 毎週水・木曜日を休館日と致します。

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●毎週火・水曜（11日（火・祝）は除く） 定休日　●2月15日㈯ そば打ち体験特典デー

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●〜3月 休業いたします。

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●〜3月16日㈪ 冬季期間、一部店舗の営業時間が17：00までとなります。
●2月28日㈮ 【Good job喫茶】
　地元の特別支援学校の生徒さんによる喫茶 コーヒーやジュースなどと一緒に、手作りのお菓子も楽しめます。

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！
●2月8日㈯・9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。 
●2月22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
TEL.0573-59-0051

●2月3日㈪ 節分の日にヒイラギと炒り豆プレゼント お買い物された方から先着150名様

㊹月見の里南濃
TEL.0584-58-0258

●2月3日㈪ 節分祭
　・朝市　・みかんの詰め放題　・節分豆まき　・みかんまき　など

�柳津
TEL.058-388-8719

●2月9日㈰、23日（日・祝） やなちゃんマーケット

㊼宙ドーム・神岡
TEL.0578-82-6777

●毎週土・日曜日・祝日12：20〜12：35 ランチタイムトーク 
　知っておきたい科学の話題・旬のテーマをサイエンスコミュニケーターがお話しします。

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●2月16日㈰ 大寒謝祭 しし鍋無料サービス・物産展販売・お楽しみ体験 他

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●2月15日㈯ 手揉み体験　●2月16日㈰ 話楽座

❽奥大井音戯の郷
TEL.0547-58-2021

●2月15日㈯、22日㈯ 星空列車運行日限定 開館時間延長 
　大井川鐵道井川線の「星空列車」運行日に限り、以下のとおり開館時間を延長します。
　【開館時間】10：00〜17：00（ミュージアム最終受付～16：30、体験工房～15：30）

❿川根温泉
TEL.0547-53-4330

●2月3日㈪〜11日（火・祝） 修繕のため臨時休業 ※バーデーゾーンは2月3日㈪～3月3日㈫までお休みさせて頂きます。

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●2月1日㈯・2日㈰①13：00〜、②13：45〜 豆まきイベント マリにゃんによる豆まき大会を行います。（海側観覧席前）
●2月15日㈯・16日㈰9：00〜15：00 チョコちょこっとプレゼント 期間中のお買い上げレシート2枚毎に1回チョコのすくいあげ

を行っていただきます。（バザール棟1F中央スペース）

⓱ふじおやま
TEL.0550-76-5258

●2月23日（日・祝） 「富士山の日」イベント 道の駅ふじおやまで開催（※内容は計画中です。）

⓲潮見坂
TEL.053-579-3600

●2月2日㈰9：00〜12：00 「潮風朝市」 生産者が直接農産物を販売いたします。

⓴下賀茂温泉 湯の花
TEL.0558-62-0141

●2月10日㈪〜3月10日㈫ 「みなみの桜と菜の花まつり」 
　一足早い桜見を満喫 同時に菜の花も一面黄色のジュウタンが広がります。

�くるら戸田
TEL.0558-94-5151

●2月2日㈰、9日㈰、16日㈰、23日（日・祝） 繋げようライブの輪 ライブイベント グルメマルシェ出店
●2月22日㈯ 第16回リトルくるフェスタ ライブイベント グルメマルシェ出店

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●2月23日（日・祝） 菜の花八杯汁 先着100食100円

❹伊良湖クリスタルポルト
TEL.0531-35-6631

●2月15日㈯・16日㈰ 松友会主催「花展」 生け花の展示会、お茶会も同時開催（3Fイベント会場）

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●2月1日㈯〜3日㈪ 恵方巻き 販売

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●2月22日㈯・23日（日・祝） ふれあいあったかフェア 豚汁振る舞い（※予定）

⓫あかばねロコステーション
TEL.0531-45-5088

●2月9日㈰ ロコマルシェ 手作り市・ワークショップ

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●2月22日㈯・23日（日・祝） 産直の日セール 
　22日㈯ 野菜たっぷり汁 無料配布 ※数量限定

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●毎週土・日曜日 屋台村たこ焼き、焼きそば、五平餅、みたらしなど販売　
●2月3日㈪ 節分豆まき　●毎週火、木、日曜日 店内にてしぼりたてのトマトジュース、焼き芋販売
●毎週木〜日曜日 三河一色漁港直送の新鮮魚介類販売　●第3土・日曜日 手焼きのイカ焼き、タコ姿や機販売

⓮瀬戸しなの
TEL.0561-41-3900

●2月1日㈯〜3月3日㈫ お雛めぐり 明乃家 お雛セット2個入り390円、3個入り600円（和菓子コーナー）
●2月3日㈪ 恵方巻フェア ライスハウスはな 恵方巻販売（弁当コーナー）
●2月9日㈰9：30〜14：00 手作りクラフト 講師／若杉先生（弥生会） 古布でお雛様を作りましょう。※参加費無料（情報施設）
●2月16日㈰9：30〜 手作りクラフト 講師／桑内夫妻  節分の壁飾りを作りましょう。※参加費無料（情報施設）
●2月23日（日・祝）13：00〜 アコースティックライブ（情報施設）
●2月29日㈯9：00〜 肉の日 精肉、冷凍食品、ハム、ソーセージなど（精肉コーナー）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●2月8日㈯・9日㈰ 冬のあったか祭り いろいろな催しをお楽しみください。

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●ゴロンタ（薪ストーブ）活躍中！ 大きな巻きストーブです。一見の価値あり
●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。
●2月2日㈰10：00〜14：00 G'7 先進7地域五平餅首脳会議（五平餅サミット） 愛知・静岡・長野・岐阜の7つの五平餅が大集合！ 

五平餅の販売はもちろん、五平餅にこだわったイベントが盛りだくさんです。
●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！

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●〜2月11日（火・祝） ［飯高茶屋］期間限定ドリンク　●〜2月24日（月・振休） ［レストランいいたか］2月の松花堂弁当
●〜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
●〜3月5日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー 価格：1,360円　●〜3月10日㈫ ［飯高茶屋］冬限定ランチ 価格：690円
●〜3月26日㈭ ［レストランいいたか］期間限定デザート　
●〜3月31日㈫ ［いいたかの湯］大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり
●〜6月30日㈫ ［いいたかの湯］温泉シールラリー「ゆらん」　
●〜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
●2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！
●2月1日㈯〜29日㈯ ［いいたかの店］フルーツフェア　●2月3日㈪〜28日㈮ 平日限定 そば打ちキャンペーン
●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、お越しください！
●2月25日㈫〜3月23日㈪ ［レストランいいたか］3月の松花堂弁当　●2月13日㈭〜4月7日㈫ ［飯高茶屋］期間限定ドリンク

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●2月23日（日・祝） 道の駅奥伊勢わいわいイベント〜いちごイベント〜
　・いちご大福の無料振舞い　・いちごみるくプリンの無料振舞い　・いちごの試食　・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

⓫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

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●2月2日㈰11：00〜 子供さん限定 豆まきストラックアウト（景品あり）
●2月15日㈯11：00〜 余寒見舞 レジ通過の方、みかんプレゼント　●2月23日（日・祝）11：00〜 豚汁振舞

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●〜1月14日㈫ ［飯高茶屋］期間限定ドリンク　●〜1月23日㈭ ［レストランいいたか］期間限定デザート
●〜1月28日㈫ 花もち飾り　●〜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
●〜3月5日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー 価格：1,360円　●〜3月10日㈫ ［飯高茶屋］冬限定ランチ 価格：690円
●〜3月31日㈫  ［いいたかの湯］大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり　
●〜6月30日㈫ ［いいたかの湯］温泉シールラリー「ゆらん」
●〜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
●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、お越しください！
●1月1日（水・祝） 全施設休業　●1月2日㈭〜 通常通り営業します！
●1月2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！
●1月2日㈭・3日㈮ ［いいいたかの湯］新春恒例! 先着300名様 オリジナルタオルプレゼント
●1月2日㈭〜5日㈰ ［レストランいいたか］新春メニュー　●1月6日㈪〜27日㈪ ［レストランいいたか］1月の松花堂弁当
●1月16日㈭〜2月11日（火・祝） ［飯高茶屋］期間限定ドリンク　●1月24日㈮〜3月26日㈭ ［レストランいいたか］期間限定デザート
●1月28日㈫〜2月24日（月・振休） ［レストランいいたか］2月の松花堂弁当

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●1月12日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント〜新春イベント〜 
　・お餅つき体験　・あられぜんざいの無料振舞い　・甘酒の無料振舞い　・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

⓫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
●1月5日㈰、12日㈰ 朝市は休業いたします。

⓮あやま
TEL.0595-43-9955

●1月12日㈰ 豚汁のふるまい

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●1月1日（水・祝）・2日㈭11：00〜 甘酒振舞
●1月3日㈮11：00〜 すごろく大会 1,000円以上お買い上げのレシートにつき1回、出目に合わせてみかんプレゼント
●1月4日㈯・5日㈰10：00、14：00 津ぎょうざ テイクアウト用1個100円、限定各50個、11：00〜 とん汁振舞
●1月20日㈪11：00〜 大寒の日 金運健康運アップ 産みたて卵販売
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