道の駅

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL. 0265-48-8061

長
野 ⓱南信州うるぎ
県
︵ TEL. 0260-28-1051
南
信
︶

⓲歌舞伎の里大鹿
TEL. 0265-39-2844

道の駅のイベント
●〜7月31日㈮「フォトコンテスト」応募受付中
道の駅 南信州とよおかマルシェで撮影した写真を大募集
入賞者には南信州とよおかマルシェ人気商品をプレゼント！

南信州とよおかマルシェ

●定休日変更のお知らせ 毎週木曜日

●【売店営業時間】10：00〜19：00 ※途中で変更になる可能性があります。
●【食堂営業時間】11：00〜14：00ラストオーダー ※途中で変更になる可能性があります。
●【食堂定休日】
「おい菜」定休日→月・火曜日
「秋葉路」定休日→水・木曜日

❸明宝（磨墨の里公園）

●7月19日㈰（第3日曜日）
「せせらぎ街道の日」先着200名様にプレゼント

⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里

●7月1日㈬〜7日㈫ 七夕イベント
道の駅にて商品お買い上げ、
もしくはレストランご利用のお客様に、短冊をお渡し致します。軒先
に設置する笹に願い事をどうぞ！

TEL. 0575-87-2395

TEL. 0573-48-3366

TEL .0581-34-4755

岐
阜
県

●すいかメロンパンetc…期間限定販売（パン工房）
●毎週水曜日 定休日
●7月23日（木・祝）〜25日㈰ 夏の大市開催（※予定）
●7月1日㈬〜 営業再開（定休日：毎週木曜日）

TEL .0575-72-5007

TEL. 0575-88-2525

●7月18日㈯ ウエディングロケーション撮影会 道の駅や町内の撮影スポットで、
ウエディングドレス
を着て撮影します。
（※要予約、雨天決行プラン価格¥45,000（税別））
●7月24日（金・祝）〜26日㈰ 草木染のある暮らし展vol2 in 郡上
「なな色の世界」色・いろ・彩 ののはな草木染アカデミー下呂支部教室のみなさんによる作品展
●7月27日㈪〜29日㈬ メンテナンス工事の為、臨時休館いただきます。
●7月12日㈰、26日㈰ やなちゃんマーケット

TEL. 058-388-8719

TEL. 0574-72-2462

静
岡
県

愛
知
県

織部の里もとす

⓲潮見坂

TEL. 053-579-3600

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL. 0536-87-2009

❸田原めっくんはうす
TEL. 0531-23-2525

柳津

●〜7月7日㈫ 七夕まつり 短冊を飾ろう
●7月26日㈰ マスつかみサービスDAY
●秋ごろまで足湯を中止します。
（湖西市観光交流課）
●〜7月7日㈫ 道の駅構内に笹飾りを設置 短冊を書こう
（主催：道の駅出荷者部会）
豊根グリーンポート宮嶋
●7月1日㈬〜8月7日㈮9：00〜16：00（毎週水曜定休）
道の駅七夕まつり
「願い事を短冊へ」
案内所入口に短冊を用意してありますので自由に願い事をお書きください。
旧の七夕8月7日早朝に七夕飾りを川へ納めます。
みなさんの願いが天の川へ届きますように。

●7月4日㈯〜8月30日㈰の間の土・日曜日・祝日限定
2階のめっくんはうすレストラン お食事代にプラス1,100円でメロン食べ放題
●7月11日㈯ めっくんマルシェ 手作り雑貨等のワークショップ

道の駅

道の駅のイベント

❽デンパーク安城

●7月下旬～ 安城梨 はじまります！産直コーナーでの販売開始

❿立田ふれあいの里

●7月1日㈬～19日㈰ 〜17：00 はすの写真展 作品募集 30点限定
※詳しい内容につきましてはホームページをご覧ください。

⓫あかばねロコステーション

●7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

●7月11日㈯・12日㈰ とうもろこし収穫体験 店頭販売
●7月18日㈯・19日㈰ とうもろこし収穫体験 店頭販売、露地桃 店頭販売
●7月23日（木・祝）～26日㈰ 夏のお買い得セール ハウスみかん、すいか 店頭販売

デンパーク安城

TEL.0566-92-7111

TEL.0567-23-1011
TEL.0531-45-5088

TEL.0564-63-5171

愛知県

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

三重県

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

⓫関宿

TEL.0595-97-8200

あかばねロコステーション

●毎朝7：45～、8：45～ ラジオ体操で健康づくり ラジオ体操カード60ポイントで素敵なプレゼント
●〜7月15日㈬ 三河一色産うなぎ蒲焼 予約受付中（土用の丑本番 21日㈫）
●毎週土・日曜日 店頭屋台充実販売 えびせん、鮮魚、果物、乾物、たこ焼など
●7月11日㈯・12日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売
●7月18日㈯・19日㈰ 直産フェアand西尾の名産品フェア 西尾のおいしいもの大集合
●7月25日㈯・26日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼まつり
毎日焼きたて岡ノ山ベーカリーまつり 日替わり特売（人気のパンがお値打ち価格にて販売）
●7月24日（金・祝（毎月24日）
）
にしおの日 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プレゼント
●7月2日㈭ 藤川宿ファン感謝デー
当日お買い上げ合計2,000円以上で”ガラポン”ができます。素敵なプレゼントをゲットしよう。
何が出るかは毎回お楽しみに！
！
●毎週土・日曜日 ミニ夏まつり
藤川宿
来て！見て！食べて！お買い物して！楽しいこと一杯”秘密の夏まつり”
●～7月31日㈮ うずらいも総選挙
道の駅とよはしのブランドいも
「うずらいも」の公式キャラクターを決定
豊橋生産量全国1位のうずらの卵の殻を肥料にして栽培されたさつまいも！
●7月4日㈯・5日㈰、11日㈯・12日㈰ 農業体験「とうもろこし収穫」
道の駅とよはしの農場で、
とうもろこしを収穫しよう
とよはし
※入場料：500円（とうもろこし1本/100円にて精算）

●【お知らせ】諸経費高騰のため、6月から貸タオルを廃止しました。
タオルを持参していただくか、窓口にて新品タオルをご購入ください。			
●［波瀬駅・飯高茶屋］松阪牛のしぐれ丼セット870円、単品520円 6月から新発売！
！
●～7月7日㈫ 七夕飾り
●～7月14日㈫【展示】
（波瀬駅）木場盛生 写真展 ～飯高の風景～
●～7月16日㈭［レストラン］季節のデザート
『抹茶のチーズケーキ』価格：320円
●～7月27日㈪［レストラン］
『7月の松花堂弁当』価格：990円
●～8月17日㈪【展示】
（飯高茶屋）第9回 柳瀬春生 写真展 ～蓑虫庵界隈～
●～8月31日㈪『スマホでみえ得キャンペーン 第2弾』
県内の登録施設を巡って豪華賞品をゲットしよう！
●～9月10日㈭［レストラン］
『夏限定メニュー』価格：1,360円
●～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
●～10月1日㈭［いいたかの湯］“ひやし湯”
●～11月30日㈪ 第14回 ネットワークルート166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！
●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㈬［いいたかの店］お中元キャンペーン
●7月2日㈭～28日㈫【展示】菊山さち子 ちぎり絵展
●7月16日㈭～9月15日㈫【展示】
（波瀬駅）大野弘 写真展
●7月17日㈮～9月17日㈭［レストラン］
『季節のデザート』
●7月28日㈫～8月31日㈪［レストラン］
『8月の松花堂弁当』価格：990円
●7月30日㈭～8月25日㈫【展示】山来夢（さんらいむ）写真展
●毎週日曜日9：00～16：00頃 地元生産者による野菜の販売

関宿

道の駅

⓱南信州 うるぎ

長 TEL. 0260-28-1051
野
県 ⓲歌舞伎の里大鹿
TEL. 0265-39-2844

道の駅のイベント
●定休日変更のお知らせ 毎週木曜日
●8月9日㈰8：00〜12：00 とうもろこし祭り

南信州 うるぎ

●【売店営業時間】10：00〜19：00 ※途中で変更になる可能性があります。
●【食堂営業時間】11：00〜14：00ラストオーダー ※途中で変更になる可能性があります。
●【食堂定休日】
「おい菜」定休日→月・火曜日 「秋葉路」定休日→水・木曜日

❸明宝（磨墨の里公園）

●8月16日㈰（第3日曜日）せせらぎ街道の日 先着200名様にプレゼント

⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里

●8月15日㈯ 道の駅の前を流れる河川にて子供さん対象の魚つかみ大会開催します。

TEL .0581-34-4755

●8月5日㈬ 定休日
●8月13日㈭〜16日㈰ お盆イベント
（※予定）

TEL. 0575-87-2395

TEL. 0573-48-3366

岐
阜
県

TEL. 0575-88-2525

柳津

●8月1日㈯・2日㈰、22日㈯・23日㈰ とんぼ玉制作体験
自分だけのオリジナルとんぼ玉が作成できます。
※参加費は1,400円〜（作品によって異なります。）
●8月10日（月・祝）〜24日㈪ スカイブルー絵画展
地元絵画サークルの作品展 みなさんの力作が展示されます。

古今伝授の里やまと

●8月9日㈰、23日㈰ やなちゃんマーケット

TEL. 058-388-8719
●8月23日㈰ マスつかみサービスDAY

清流白川 クオーレの里

TEL. 0574-72-2462

静
岡
県

⓲潮見坂

●秋ごろまで足湯を中止します。
（湖西市観光交流課）

❸田原めっくんはうす

●8月8日㈯ めっくんマルシェ 手作り雑貨等のワークショップ

❽デンパーク安城

●8月中旬〜 露地イチジク はじまります！産直コーナーでの販売開始

❿立田ふれあいの里

●8月1日㈯〜26日㈬（※予定）はすの写真展 展示

⓫あかばねロコステーション

●8月9日㈰ ロコマルシェ 手作り市・ワークショップ

TEL. 053-579-3600

TEL. 0531-23-2525

田原めっくんはうす

TEL. 0566-92-7111

TEL. 0567-23-1011

TEL. 0531-45-5088

愛 ⓬筆柿の里・幸田
知 TEL. 0564-63-5171
県
⓭にしお岡ノ山
TEL. 0563-55-5821

⓯藤川宿

TEL. 0564-66-6031

●8月8日㈯〜10日（月・祝）お盆セール

筆柿の里・幸田

●毎週土・日曜日 店頭屋台充実販売 えびせん、鮮魚、果物、乾物、たこ焼など
●8月1日㈯・2日㈰ 地元産梨フェア
にしお岡ノ山
●8月8日㈯〜16日㈰ 夏休みフェア
お盆用仏花・切花や果物 帰省のお手土産に地元名産品充実販売
●8月11日㈫・12日㈬（※日にち変更の可能性あり）三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会
●8月24日㈪（毎月24日）にしおの日 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プレゼント
●8月31日㈪ 野菜の日感謝デー 産直野菜特売
●8月2日㈰ 藤川宿ファン感謝デー
日頃の感謝を形にして皆様にお届けします。当日お買い上げ2,000円以上でガラポン
●〜8月16日㈰までの土・日曜日 ミニ夏まつり
来て！見て！食べて！お買い物して！楽しいこと一杯”秘密の夏まつり”

道の駅

道の駅のイベント

愛知県

●エールイベント
（展示・エール商品販売）
『エール』は、2020年度前期放送のNHK「連続テレビ小説」、同年3月30日から放送されている日
本のテレビドラマ 古関裕而と妻・金子をモデルに作曲家とその妻の生涯 豊橋出身の妻・金子さ
んにちなんだ紹介 エール商品の物販

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

三重県

●【お知らせ】諸経費高騰のため、6月から貸タオルを廃止しました。
タオルを持参していただくか、窓口にて新品タオルをご購入ください。			
●［波瀬駅・飯高茶屋］松阪牛のしぐれ丼セット870円、単品520円 6月から新発売！
！
●～8月12日㈬［いいたかの店］お中元キャンペーン
●～8月17日㈪【展示】
（飯高茶屋）第9回 柳瀬春生 写真展 ～蓑虫庵界隈～
●～8月25日㈫【展示】山来夢（さんらいむ）写真展
●～8月31日㈪［レストラン］
『8月の松花堂弁当』価格：990円
飯高駅
●～8月31日㈪『スマホでみえ得キャンペーン 第2弾』
県内の登録施設を巡って豪華賞品をゲットしよう！
●～9月10日㈭［レストラン］
『夏限定メニュー』価格：1,360円
●～9月15日㈫【展示】
（波瀬駅）大野弘 写真展
●～9月17日㈭［レストラン］
『季節のデザート』
●～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
●～10月1日㈭［いいたかの湯］“ひやし湯”
●～11月30日㈪ 第14回 ネットワークルート166スタンプラリー
●8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！
●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！
●8月31日㈪～9月22日㈫【展示】松阪市景観こども絵画展

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

●毎週日曜日9：00～16：00頃 地元生産者による野菜の販売

⓫関宿

TEL.0595-97-8200
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http://www.chubu-michinoeki.org/

全国「道の駅」連絡会
公式ホームページ
はコチラ!!
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連絡会ホームページ
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熊野・花の窟

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
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