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⓳夢さんさん谷汲
TEL.0585-56-3750

●1月1日（土・祝）～4日㈫ 休み
●1月5日㈬～通常営業 * * *

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●～3月31日㈭ 冬季休業
* * *

㉝むげ川
TEL.0575-46-2696

●1月3日㈪ 新春初売り 
　ご来店のお客様にみかんを進呈※人数は未定です。

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●1月1日（土・祝） 休館します。
●1月2日 ㈰ 営業スタート
　やまと温泉やすらぎ館 干支タオルプレゼント先着1,000名様、物産販売湯多花の市福袋販売、みちしる福

袋販売
●1月2日㈰～10日（月・祝） 郡上市マンホール展 
　郡上市の下水道には、自然豊かな各地域の特徴を表現した８種類と、GJ8マンとコラボした2種類、合計

10種類のデザイン蓋があります。今回、その10種類を一堂に集めた展示会を開催します。
●1月4日㈫ 火曜日ですが営業します。
●1月5日㈬ 振替休館させていただきます。
●1月20日㈭ 鶏ちゃんの日 毎月20日は鶏ちゃんの日。道の駅オリジナル鶏ちゃんがお得にご購入頂けます。
●1月26日㈬ 風呂の日
　毎月26日は風呂の日。やまと温泉やすらぎ館では、様々な特典をご用意し、お客様をお迎えしています。

㊺柳津
TEL.058-388-8719

●～1月4日㈫ 年末年始休館日　●1月5日㈬～ 通常営業
●1月9日㈰、23日㈰※雨天中止 やなちゃんマーケット
●1月10日（月・祝） 営業　●1月11日㈫ 休館日

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●1月9日 ㈰ つながるマーケット 手作り雑貨の販売、パレットジャム 音楽祭
●1月16日㈰ つながるマーケット 手作り雑貨の販売

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●1月23日㈰ 五平餅串供養祭 
　水車の里の看板商品である五平餅串を供養します。

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●1月8日㈯～10日（月・祝）10：00～14：00 道の駅初売り 
　福袋、くじ引きなどを予定。新年の運試しをしませんか？

▼～3月末 自然の中でリフレッシュ！ 兎鹿嶋温泉 湯～らんどパルとよね
　お肌つるつる美人の湯！と評判の天然温泉・湯～らんどパルとよね。茶臼山高原スキー場のリフトorベル

コンの1日券で温泉入浴料割引サービスがあります（回数券は除く）。
　・大人 600円 → 500円　・子ども 300円 → 250円
　雄大な自然の中で冷えと疲労をリフレッシュするのはいかがでしょうか？
▼1月22日㈯、30日㈰、2月5日㈯ ※お申込みは開催日の一週間前までにHP上の
　お問い合わせフォームより（お電話の場合は12：00～13：00のみ受付可能） 
　手作りみそ作り体験inあさがね農園
　おみその種類（赤・白・ミックス）がお選びいただけます。
　作ったみそは一年間お預かりもできます。
　5kgコース3,500円、10kgコース6,500円、昼食1,000円（小学生未満500円）
　※容器代別途必要

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●1月2日 ㈰ どんぐり横丁、どんぐりの湯は1月2日㈰から営業
し、初売りを行います。

●毎週火曜日 どんぐりの湯では、入浴ポイント2倍Dayを開催し
ています。入浴無料券と交換できますので、ぜひ貯めてみて
はいかがでしょうか。

●毎月第1・3水曜日 レディースDay 
　女性入浴ポイント3倍Dayを開催しています。入浴無料券と

交換できますので、ぜひ貯めてみてはいかがでしょうか。
●毎月第1・3金曜日 メンズDay 
　男性入浴ポイント3倍Dayを開催しています。入浴無料券と

交換できますので、ぜひ貯めてみてはいかがでしょうか。

▼1月～2月 湧水広場の氷瀑 
　道の駅より車で5分。大井平公園駐車

場をご利用ください。やぐらを組み山
水を霧状にして凍らせた氷の柱が幾
重にも重なり見ごたえのある氷瀑とな
る。18：00～21：00はライトアップもあ
り幻想的な風景を楽しめる。（場所：豊
田市稲武町六郎木）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●1月22日㈯・23日㈰ 「新春祭」季節果物 販売

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●1月3日㈪16：00閉店 初売り 
　甘酒ふるまい※なくなり次第終了

* * *

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●大人気『稲荷山モンブラン』　●土日限定 『岡ノ山とんバーガー』
●1月1日（土・祝）～3日㈪ 迎春フェア 地元名産品 福袋販売、いちごフェア、新春お楽しみ抽選会
●1月8日㈯、24日㈪ 抹茶の日 西尾の抹茶点て体験 お菓子付き1服350円
●1月10日（月・祝） 岡ノ山茶屋新メニュー
　オリジナル新スイーツ登場『寅パフェ』販売開始（地産地消パフェ：焼き芋&西尾抹茶アイス）
●1月15日㈯・16日㈰ 産直大奉仕 旬な地元農産物、海産物盛りだくさん

▼～1月10日（月・祝）※休館日：月曜日（祝日を除く） 
　西尾市資料館『「正保城絵図」からみる御城の神と西尾城』
　歴代城主が崇敬した神と災いからの城の護りについて城絵図から読み取ります。※観覧無料、問合せ

先：文化財課 0563-56-2459（場所：西尾市資料館／錦城町229）
▼～2月27日㈰9：00～17：00開館※休館日：1月1日（土・祝）～3日㈪、月曜日（祝日を除く）、第3木曜日 
　岩瀬文庫特別展『新編西尾市史 資料編3 近世1』刊行記念 「江戸時代の西尾」
　古文書や絵図などを展示し、江戸時代の西尾の多面的な世界を紹介します。※観覧無料、問合せ先：文

化財課 0563-56-2459（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480）
▼1月15日㈯14：00～15：30 佐久島の四季を歩く 「冬」の展示 アーティストトーク&交流会
　写真作家 田中翔貴氏と陶芸家 秋保久美子氏のユニット「アトリエhitotema」による作品説明や交流会

を行います。※問合せ先：佐久島振興課 0563-72-9607（場所：佐久島弁天サロン ギャラリー）
▼1月15日㈯～3月13日㈰9：00～17：00開館※休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合、祝日明けの最初の平

日） 佐久島の四季を歩く 「冬」の展示
　写真作家 田中翔貴氏と陶芸家 秋保久美子のユニット「アトリエhitotema」が、佐久島の四季を採取し制

作した「形地染め（かたちぞめ）」の作品を四季の移ろいを合わせて展示します。※問合せ先：佐久島振
興課 0563-72-9607（場所：佐久島弁天サロン ギャラリー） 

▼1月22日㈯①10：00～11：30、②13：30～15：00（※要予約、1月8日㈯～予約受付） 
　古文書講座「江戸時代の西尾の古文書を読んでみよう」
　初心者向け古文書講座（①・②とも同じ内容）※資料代100円、問合せ先：文化財課 0563-56-2459
　（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480）
▼1月22日㈯～3月6日㈰※休館日：月曜日（祝日を除く） 一色学びの館企画展 「資料でたどる関信三の足跡」
　幕末の一色に寺の子として生まれながら数奇な運命をたどり、後に日本の幼児教育の草創期を支えた関信三の

生涯を紹介。※観覧無料、問合せ先：文化財課 0563-56-2459（場所：一色学びの館／一色町一色東前新田8）
▼1月23日㈰13：15～ 金蓮寺コンサート 
　邦楽コンサート※問合せ先：特定非営利法人やらまいか人まちサポート 090-3830-9696（場所：金蓮寺）
▼1月30日㈰14：00～ アミューズ・クインテット コンサート 木管五重奏のカジュアルなコンサート※問合せ

先：西尾市文化会館 0563-54-5855（場所：西尾市文化会館大ホール）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●1月8日㈯～ 御守りマンホールカード配布 
　※無くなり次第終了となります。
●1月14日㈮～23日㈰ 法性寺ねぎウィーク
　岡崎市で栽培されている愛知の伝統野菜「法性寺ねぎを軽

食コーナー・屋外露店でお楽しみください。

▼～1月30日㈰ 家康十九にして立つ～岡
崎時代の家康と家臣（場所：岡崎公園）

▼～3月6日㈰ 不思議な3Dトリックワール
ド「世界の名画展」（場所：おかざき世
界子ども美術博物館）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●毎日 ゴロンタ（薪ストーブ）活躍中！ 
　大きな薪ストーブです。一見の価値あり！！
●随時開催 軽トラ市 スナックや革製品、電子タバコなどいろ

いろなお店が並びます。
　フリーマーケット 雑貨やフィギア、手作り小物などお気に入

りが見つかるかも。

* * *

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●【休業のお知らせ】1月1日（土・祝） 全施設休業　●【営業のお知らせ】1月2日㈰～ 通常営業いたします。
●［いいたかの店］道の駅記念きっぷ、「道の駅」カード、「道の駅」記念指定券 取扱中！
　［案内事務所］棚田カード 取扱中！
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～1月31日㈪ 宇陀・東吉野・香肌峡 温泉巡りスタンプラリー
　・～2月28日㈪ スマホでみえ得キャンペーン第5弾
　・～3月31日㈭ 大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり
　・～3月31日㈭ ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
●～1月24日㈪ 【展示】（飯高茶屋）「カハダヲタベル」展
●～2月1日㈫ 【展示】花もち、【展示】第14回 華の会 作品展
●～2月15日㈫ 【展示】（波瀬駅）谷 祥子“伊勢型紙”作品展
●～2月28日㈪ ［レストラン］『ぼたん鍋』 価格：1,570円、［波瀬駅］『ぼたん鍋』 価格：1,530円
●～3月3日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー 価格：1,360円
●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㈰～4日㈫ ［レストラン］『新春膳』（※正月限定メニューです）
　［飯高茶屋］『山形の雑煮』（※正月限定メニューです）
●［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！ 
●1月6日㈭～31日㈪ ［レストラン］『1月の松花堂弁当』 価格：990円

むげ川

夢さんさん谷汲

くんま水車の里

飯高駅

筆柿の里・幸田

柳津

立田ふれあいの里
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❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

▼2月10日㈭～13日㈰ 
　早春花の会「雪割草、福寿草」展示会
　（場所：「道の駅」花の里いいじま2階特

設会場）

㉝むげ川
TEL.0575-46-2696

●～2月28日㈪ 営業します。
●お知らせ 4月から関市により、改装工事が入ります。おおむ

ね1年位、休業となります。 * * *

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●2月20日㈰ 鶏ちゃんの日 
　毎月20日は鶏ちゃんの日。道の駅オリジナル鶏ちゃんがお得

にご購入頂けます。
●2月26日㈯ 風呂の日 
　毎月26日は風呂の日。やまと温泉やすらぎ館では、様々な特

典をご用意し、お客様をお迎えしています。

㊺柳津
TEL.058-388-8719

●2月13日㈰、27日㈰※雨天中止 やなちゃんマーケット
●2月19日㈯9：00～（※予定） 特別記念きっぷ配布 * * *

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●2月5日㈯～14日㈪ 九州物産展

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●2月1日㈫～28日㈪11：00～15：00※オーダーストップ14：30 山里の正月を楽しもう 
　期間中レストランにて山里の正月料理が食べられます。その名も「ふるさと定食1,300円」

▼2月5日㈯ 雪み街道いなぶ～魅・美・見・味～ 
　雪と氷で灯篭を作り、ろうそくの灯りで幻想的な風景を作ります。（場所：どんぐりの湯第3駐車場）
▼2月5日㈯～4月3日㈰ いなぶどんぐり工房のひな祭り 
　日常生活を楽しむお雛様の展示が楽しめる。今年のテーマは「福よせ団地は大騒ぎ」。4月3日㈰まで開

催。5日㈯ オープニング20時まで特別開館。（場所：道の駅隣接の体験施設「豊田市稲武どんぐり工房」）
▼2月26日㈯～4月3日㈰ いなぶ旧暦のひな祭り 
　土雛・御殿雛・段飾りなど様々な雛飾りが楽しめる。花道家「小川珊鶴コレクション展」では、他では見ら

れない有職雛の展示もある。（場所：道の駅どんぐりの里いなぶエリア～旧街道（中馬街道武節宿））

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●毎週火曜日 どんぐりの湯では、入浴ポイント2倍Dayを開催しています。入浴無料券と交換できますので、
ぜひ貯めてみてはいかがでしょうか。

●毎月第1・3水曜日 レディースDay 
　女性入浴ポイント3倍Dayを開催しています。
　入浴無料券と交換できますので、ぜひ貯めてみてはいかがでしょうか。
●毎月第1・3金曜日 メンズDay 
　男性入浴ポイント3倍Dayを開催しています。
　入浴無料券と交換できますので、ぜひ貯めてみてはいかがでしょうか。

▼2月26日㈯・27日㈰、3月5日㈯・6日㈰
　※お申込みは2月22日㈫までに、HP上のお問い合わせフォームまたは電話、メールにて
　手作り麴みそ作りin三沢高原いこいの里
　地元の皆さんと一緒に、無添加の麹味噌を作ります。麹味噌の試食や昼食を用意します。
　6kg味噌3,000円、12㎏味噌5,500円、参加費1人500円
　※持ち物：味噌6㎏は10型、12㎏は15型の桶、1斗用ビニール袋、エプロン、頭巾

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●2月20日㈰ 「野菜たっぷり汁」ふるまい ※無くなり次第終了
* * *

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●2月13日㈰・14日㈪ スイーツフェア バレンタイン商品・新商品販売
●2月13日㈰、24日㈰ 抹茶の日 西尾の抹茶点て体験 お菓子付き 1服350円
●2月20日㈰・21日㈪ えびせんフェア 
　三河一色えびせんPR会、いか・たこ姿焼き実演販売会
●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

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

▼～2月27日㈰9：00～17：00開館※休館日：1月1日（土・祝）～3日㈪、月曜日（祝日を除く）、第3木曜日 
　岩瀬文庫特別展 『新編西尾市史 資料編3 近世1』刊行記念 「江戸時代の西尾」
　古文書や絵図などを展示し、江戸時代の西尾の多面的な世界を紹介します。
　※観覧無料、問合せ先：文化財課 0563-56-2459（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480）
▼～3月6日㈰※休館日：月曜日（祝日を除く） 一色学びの館企画展 「資料でたどる関信三の足跡」
　幕末の一色に寺の子として生まれながら数奇な運命をたどり、後に日本の幼児教育の草創期を支えた

関信三の生涯を紹介。※観覧無料 、問合せ先：文化財課 0563-56-2459
　（場所：一色学びの館／一色町一色東前新田8）
▼2月5日㈯～27日㈰ 占部史人個展「白代の過客」 現代アート作家・占部氏 個展、ワークショップ
　※問合せ先：特定非営利法人やらまいか人まちサポート 090-3830-9696
　（場所：西尾市岩瀬文庫市民ギャラリー） 
▼2月6日㈰18：00～ 三味線JILL屋
　ホールコンサート※問合せ先：特定非営利法人やらまいか人まちサポート 090-3830-9696
　（場所：西尾市文化会館小ホール）
▼2月15日㈫～3月21日（月・祝）9：00～17：00
　※休館日：月曜休館日（月曜日が祝日の場合、祝日明けの最初の平日） 
　佐久島の雛まつり展 佐久島で飾られてきた戦前の土雛・土人形とつるし飾りを華やかに展示します。
　3月5日㈯ 雛まつり会　※問合せ先：佐久島振興課 0563-72-9607（場所：佐久島・弁天サロン）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●2月2日㈬ 藤川宿ファン感謝デー 
　毎月2日はお買い上げレシート2,000円以上でガラポンに参

加できます。2月は岡崎おうはん特集！
●2月5日㈯・6日㈰ 冬のあったか祭り 
　大鍋味噌おでん販売など、
　楽しい企画盛りだくさん！

▼～3月6日㈰ 不思議な3Dトリックワール
ド「世界の名画展」（場所：おかざき世
界子ども美術博物館）

▼2月12日㈯ 滝山寺鬼まつり
　鎌倉時代から続く伝統文化。春を告げ

天下泰平・五穀豊穣を祈願。（場所：滝
山寺周辺）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●毎日 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 スナックや革製品、電子タバコなどいろ

いろなお店が並びます。
　フリーマーケット 古道具や手作り雑貨など珍しい物も並び

ます。

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●［いいたかの店］道の駅記念きっぷ、「道の駅」カード、「道の駅」記念指定券 取扱中！
　［案内事務所］棚田カード 取扱中！
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～2月28日㈪ スマホでみえ得キャンペーン第5弾
　・～3月31日㈭ 大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり
　・～3月31日㈭ ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
●～2月1日㈫ 【展示】花もち 、【展示】第14回 華の会 作品展
●［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！
●～2月15日㈫ 【展示】（波瀬駅）谷 祥子“伊勢型紙”作品展
●～2月21日㈪（※予定） 【展示】（飯高茶屋）第11回 柳瀬春生 写真作品展
●～2月28日㈪ ［レストラン］『ぼたん鍋』 価格：1,570円
●～3月3日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー 価格：1,360円
●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㈫～28日㈪ ［レストラン］『2月の松花堂弁当』 価格：990円
●2月3日㈭～3月8日㈫ 【展示】第19回 高橋みゆき教室 ひなかざり作品展
●2月25日㈮～4月18日㈪ 【展示】（飯高茶屋）宮前公民館・絵画サークル作品展

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●2月4日㈮、24日㈭ 松阪ハムの日 
　メーカーのハムの切れはしをお徳用袋に詰め500円で販売
●2月12日㈯ 野菜詰め放題 地元お野菜を袋に詰め放題
●2月15日㈫ 津のものキッチンの日 
　定食・どんぶりご注文の方 ドリンクサービス 
●2月24日㈭ 津市の日 ポイント倍デイ 通常500円1Pが2P
●2月25日㈮ ベイクの日 New オリジナルパンの販売 津あげ

アンパン100円（Lineクーポン配布）

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

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●1月3日㈪ すごろく大会
　1,000円以上お買い上げで、サイコロを振っていただく。目のでた数のみかんをプレゼント！
●1月4日㈫、24日㈪ 松阪ハムの日 メーカーのハムの切れはしをお徳用袋に詰め500円で販売
●1月15日㈯ 津のものキッチンの日 定食・どんぶりご注文の方 ドリンクサービス
●1月24日㈪ 津市の日 ポイント倍デイ 通常500円1Pが2P
●1月25日㈫ ベイクの日 New オリジナルパンの販売 津あげクリームパン100円（Lineクーポン配布）

▼～1月3日㈪ 杉浦非水 時代をひらくデザイン（場所：三重県立美術館）
▼～1月31日㈪ 栄町公園イルミネーション（場所：栄町公園）
▼1月29日㈯ おしゃべり古典サロンvol.8 助六（場所：三重県総合文化センター フレンテみえ多目的ホール）
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感染対策の基本は「手洗い」や
「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
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