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9月

道の駅

S e p t e m b e r

E v e n t

道の駅のイベント

❾信州新野千石平

***

TEL.0260-24-2339

信州新野千石平

長野県（南信）

❿花の里いいじま

●9月14日㈯～23日（月・祝）ウーマンズクラフト、初秋展 vol.21

⓯南信州とよおかマルシェ

●9月2日㈪ 臨時休業 店内保守点検及び清掃のため
●9月16日（月・祝）
牛山太鼓店 太鼓道場命響館「命響祭」大迫力の和太鼓演奏の競演
和菓子つかみ取り 1回100円で、ひとつかみ！
●9月25日㈬ お笑いピン芸人 現る
誰が来るかは おたのしみ 握手&記念撮影もできるかも

TEL.0265-86-6580

TEL.0265-48-8061

I n f o r m a t i o n
周辺地域のイベント
▼9月15日㈰ 行人様 大煙火大会（阿南町新野）

***
▼～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！
▼9月中旬～下旬 ぶどう狩り ※要予約：交流セン
ターだいち 0265-34-2520（豊丘村内）
▼9月下旬～10月中旬 まつたけ観光 豊丘村産松
茸づくしの料理をお楽しみください。※要予約：
交流センターだいち 0265-34-2520（豊丘村内）

⓲歌舞伎の里大鹿

●営業時間変更のお知らせ レストラン
「秋葉路」
11：00〜14：30（L.O14：00）

***

❸明宝

●9月15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

***

TEL.0265-39-2844

TEL.0575-87-2395

❹花街道付知

***

TEL.0573-82-2000

❺美濃白川

TEL.0574-75-2146

●9月11日㈬、30日㈪ 全館休業致します。
●9月22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
●9月29日㈰ ガラポン抽選会開催 道の駅美濃白川内の各店舗にて1,000
円以上お買い上げの方にガラポン抽選会で粗品進呈

⓮アルプ飛騨古川
TEL.0577-74-0150

㉓きりら坂下

TEL.0573-70-0050

㉕馬瀬 美輝の里
TEL.0576-47-2133

岐阜県

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

古今伝授の里やまと

花街道付知

きりら坂下

▼9月29日㈰ 第21回山の村だいこんマラソン大会
（天空の牧場 奥飛騨山之村牧場発着）

***

▼9月15日㈰～23日（月・祝）花の湖のそばの花まつり
（花の湖）

***

馬瀬 美輝の里

●9月1日㈰～30日㈪ 山門展示（大和園）大和園ひまわりクラブ作品展
●9月14日㈯～23日（月・祝）秋フェアー
●9月21日㈯ そば打ち体験特典デー
●9月25日㈬ 定休日
（その他水曜日営業）
●～9月5日㈭ 絵馬師岩田義一の世界
郡上市白鳥町石白徹にて活躍されている、絵馬師の展示販売会
●9月7日㈯ マイカー無料点検
●9月8日㈰ 第3回道の駅古今伝授の里やまとフォトコンテスト
応募締め切り日
●9月11㈬～25日㈬ スカイブルー絵画展 地元絵画サークルの作品展
●9月29日㈰ 中庭ライブ

古今伝授の里やまと

TEL.0581-38-3430

***

***

TEL.0575-88-2525

うすずみ桜の里・ねお

▼9月8日㈰ ホンダドリームカフェ 主催：ホンダ
バイクオーナーの集い（「花街道付知」イベント
広場にて開催）
▼9月22日㈰ 倉屋神社の巡祭本祭り

●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！
●9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。
●9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！

▼9月1日㈰、4日㈬、8日㈰、11日㈬、16日（月・祝）、18
日㈬ 火ぶり漁（道の駅近くの馬瀬川）

***
▼9月15日㈰13：30～ 短歌の里交流館よぶこどり
開館記念講座 第7回古今伝授の里現代短歌
フォーラム「島津忠夫の遺したものー国文学と
現代短歌とを往還した巨人ー」7回目となる古
今伝授の里・現代短歌フォーラムは、
「短歌の里
交流館よぶこどり」の開館記念事業として開催
します。※この日に限りJR岐阜駅前からの無料
の送迎バスを運行します。バスの運行時間など
は古今伝授の里フィールドミュージアムまでお
問い合わせください。
（古今伝授の里フィールド
ミュージアム）
▼9月14日㈯～ 10月15日㈫ 歌となる言葉とかたち
2019 歌人と造形作家がコラボレーションして作
品を生み出す、
これが「歌となる言葉とかたち」
です。
（古今伝授の里フィールドミュージアム）
▼9月21日㈯・22㈰ 食の王国フェス
（郡上大和庁舎）
▼9月15日㈰13：00～ 根尾門脇の雨乞踊り
（道の駅より徒歩5分、八幡神社）

道の駅

道の駅のイベント

岐阜県

㊷おばあちゃん市・山岡

●9月13日㈮ お月見茶会

柳津

●9月8日㈰、22日㈰ やなちゃんマーケット

美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●9月7日㈯・8日㈰ 12周年感謝祭
●9月22日㈰ フリーマーケット

清流白川 クオーレの里

●9月22日㈰ マスつかみサービスDAY

TEL.0573-59-0051
TEL.058-388-8719

TEL.0574-72-2462

❶富士

***
美濃にわか茶屋

❷くんま水車の里

●9月14日㈯～16日（月・祝）アルプホルンセミナー

❻フォーレなかかわね茶茗舘

●9月15日㈰ 語り部の会話楽座

TEL.0547-56-2100

静岡県

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

清流白川 クオーレの里

●9月8日㈰11：00〜16：45 Acoustic Music Fair
アコースティックギターやウクレレによる演奏 ※観覧無料（マリにゃん
ステージ）
●9月14日㈯ シンガーソングライター「あんか」によるライブ演奏
※観覧無料（マリにゃんステージ）
●9月28日㈯ シンガーソングライター「upright」によるライブ演奏
※観覧無料（マリにゃんステージ）
●9月7日㈯ 救急の日 イベント 消防車両の展示・献血
●9月8日㈰11：00〜12：00、13：30〜14：30「昭和歌謡曲」
イベント

くるら戸田

●9月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰（毎週日曜日）
繋げようライブの輪♪くるら毎週日曜ライブ
●9月28日㈯ 小さな駅の祭典 第11回リトルくるフェスタ♪

TEL.0558-94-5151

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

❾つくで手作り村

●9月11日㈬ ママンマルシェ in 伊豆ゲートウェイ函南
静岡県東部最大級のママ作家グループのハンドメイド市（イベント広場）
●9月14日㈯ 第3弾 ボイス・キューFES
テーマは「敬老の日」
（コミュニティ広場）
●9月29日㈰ 太田克樹の【カッキー’s VOICE！〜聴こえていますか、僕のこ
の声〜】ラジオ公開収録＋ミニライブ（ラジオブース・イベント広場）
●9月22日㈰ 第4回ドリームカーフェスティバル イン 田原

デンパーク安城

●9月28日㈰ 模型鉄道 定例走行会

TEL.0536-37-2772

❿立田ふれあいの里

●9月28日㈯・29日㈰ スピードくじ
1,000円以上お買上毎に1回抽選できます。

⓬筆柿の里・幸田

●9月7日㈯・8日㈰ 新米セール 新米の試食販売※なくなり次第終了
豊水梨の店頭試食販売

TEL.0567-23-1011

愛知県

TEL.0564-63-5171

●毎週木〜日曜日 三河一色漁港直送の新鮮魚介類販売
●毎週土・日曜日 たこ焼、焼きそば屋台
●9月14日㈯・15日㈰ 新米フェアー
●9月21日㈯・22日㈰（※第3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
●9月21日㈯・22日㈰ 杉山商店うなぎ蒲焼店頭販売
・24日㈫ お彼岸フェアー
●9月23日（月・祝）

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

***
▼9月14日㈯ 名月電車（岳南電車）
▼9月22日㈰ 姫名の里まつり
（竹採公園）
くんま水車の里

●9月21日㈯ 手揉み体験

⓱ふじおやま

TEL.0550-76-5258

***

柳津

***

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

周辺地域のイベント

***
（伊東市八幡野）
▼9月中旬 八幡野秋まつり
▼9月20日㈮〜12月8日㈰（※期間中の金・土・日
曜日）お屋敷文化大学 秋期開講 ※要予約（伊
東市東海館）
※地域のイベントにつきましては伊東市観光協
会へ直接お問い合わせをお願いいたします。
ふじおやま

***
くるら戸田

伊豆ゲートウェイ函南

▼9月8日㈰ トライアスロン伊良湖（伊良湖周辺）
▼9月13日㈮〜15日㈰ 田原まつり
（田原市）
▼9月21日㈯～23日（月・祝）※21：00まで開園
中秋のあかり祭（安城産業文化公園デンパーク）
▼9月14日㈯～11月4日（月・振休）秋穫祭 ハロウィン
イベント等（安城産業文化公園デンパーク）
▼9月15日㈰ 豊橋駅前マルシェ
五平もち販売（豊橋駅前）
▼9月28日㈯ 新城市PRイベント 木工体験・販売
（刈谷ハイウェイオアシス）
立田ふれあいの里

***
▼～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）
▼9月8日㈰13：30～16：00
第3回西尾市史講座「中世の城館と村」市民向
けの歴史講座 ※予約・料金不要
（西尾市岩瀬文庫）
▼9月13日㈮14：00～15：00 白山十五夜祭り
大漁・豊作祈願の祭り
（佐久島・白山社）
▼9月14日㈯～10月20日㈰（休館日：祝日を除く月
曜日、展示解説：10月12日㈯13：30～ 西尾市資
料館企画展「にしおのいせき」市内の遺跡から
見つかった出土品の企画展示 ※観覧無料
▼9月14日㈯～10月20日㈰（休館日：祝日を除く月
曜日）岩瀬文庫企画展「茶 ～岩瀬文庫資料から
みる茶のさまざま～」
「お茶」文化の様々を紹介
する企画展示 ※観覧無料（西尾市岩瀬文庫）

●9月1日㈰ 防災キャンペーン 消防、
自衛隊の車両の展示等
●9月15日㈰ 安全啓発キャンペーン トーヨータイヤのタイヤ点検や交通安全に関する展示や物販を行います。

道の駅

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

愛知県

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

三重県

❷菰野

TEL.059-394-0116

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

▼～9月30日㈪ おかざき
「かき氷街道」
暑い夏には、冷たくておいしいかき氷が欠かせませんね! 急いで食べるときーんとなるのも夏ならでは。ぬかたの涼しい山
の中に、おいしいかき氷を食べられるお店が立ち並ぶ街道がオープンしますよ～! お店をめぐって楽しめるスタンプラリー
も実施! ぬかたの恵み、超軟水「神水」仕込みのおいしいかき氷を食べ歩こう
（岡崎市額田地区）
▼9月23日（月・祝）〜25日㈬ 岡崎天満宮 天満天神祭
岡崎天満宮の祭礼「天満天神祭」は、毎年9月23日〜26日に行われ岡崎三大まつりの一つといわれています。
「奉納神楽舞」
「子ども腕ずもう大会」
「剣道大会」などが行なわれ、多くの露店と大勢の人で賑わいます。東海道「岡崎宿」の総鎮守として崇
敬され、学業成就、交通安全、病気平癒、厄除開運の守り神として崇められています。梅の名所としても知られ、初春の境内は
その香りに満ち溢れます。
●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。
●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。
●毎週土曜日18：00～21：00頃 夜鳴きラーメン
自慢のとんこつラーメンを閉店後に楽しめます。
●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
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。

***

●〜9月1日㈰
〈トマッテ施設〉Outdoorイベント 豊橋市・田原市の美味しい食材を利
用しBBQ芸人「たけだバーベキュー」が披露
・ペグ抜き抽選会 ・キャンドル作り ・防災缶パンのお絵かき
・カーランド作り
「食彩村八丁味噌で作った豚汁」振舞い
●9月1日㈰〈あぐりパーク食彩村施設〉
●9月4日㈬〈トマッテ施設〉道の駅マルシェ開催
様々なショップ店頭一面に並びます。
●9月12日㈭、26日㈭ 6次化セミナー開催
●9月21日㈯ 豊橋の佃煮の老舗 平松食品「レシピ会」
を開催
●9月22日㈰「アロマストーン」
ワークショップ開催
●9月29日㈰「豊橋フードフェスティバル2019」
豊橋カレーうどんの振舞いや名産品の紹介します。

***

●～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、期間限定ドリンク
「ブルーベリージュース」
●～9月19日㈭［レストラン］期間限定デザート
「七日市のブルーベリーシャーベット」
●～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
●～9月24日㈫【展示】松阪市景観こども絵画展
●～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!!
●9月1日㈰［波瀬駅］波瀬の朝市
［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!
●9月6日㈮～12月5日㈭［レストラン］秋限定メニュー 価格：1,340円
●9月8日㈰［いいたかの店］べっぴんさん弁当
●9月12日㈭～11月19日㈫［飯高茶屋］期間限定ドリンク
●9月12日㈭～12月10日㈫［飯高茶屋］秋限定ランチ 価格：680円
●9月20日㈮～11月21日㈭［レストラン］期間限定デザート
●9月24日㈫～10月28日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『10月の松花堂弁当』価格：990円
●9月26日㈭～10月22日㈫【展示】第8回絵画サークル｢水彩の會｣
▼9月27日㈮〜29日㈰ こもガク祭2019
28日㈯・29日㈰ こもガクマルシェ
http://komogaku.jp（菰野町内）

***
●9月15日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント ～新米イベント～
・炊立て新米「銀シャリ」の無料振舞い
・コロッとおさつの揚げ団子の無料振舞い ・新米すくい／1回100円
・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

奥伊勢おおだい

⓫関宿

●毎週日曜日9：00～16：00頃 地元生産者による野菜の販売

⓮あやま

●9月中頃 新米まつり 伊賀米試食・とん汁販売

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

⓰津かわげ

TEL.059-244-2755

もっくる新城

●毎週土・日曜日 鮮魚販売、産直野菜 袋つめ
●9月初旬 来駅300万人 達成セレモニー
●9月14日㈯〜16日（月・祝）黒田米試食用 新米配布
●9月20日㈮〜25日㈬ お彼岸用 花 特別販売

▼～9月1日㈰ GO! Forest ワンコと冒険にでかけ
よう in トヨタ三重宮川山林（町内）
▼9月14日㈯ おおだい森のようちえん
（自然学校）
▼9月15日㈰ FP/滝めぐり 半日トレッキング
（初級）
（奥伊勢フォレストピア）
▼9月18日㈬ 柳原おはこ市（町内）
▼9月28日㈯ Verde/憧れの「シシ淵ブルー」
トレッ
キング（大杉谷）
▼9月29日㈰ FP/初秋の総門山と滝頭不動滝半日
登山（初級）
（総門山）
Verde/限定開催！ 宮川ダム湖・秘境SUPツアー
（宮川ダム）
※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。

***
▼9月20日㈮〜22日㈰ 伊賀焼 陶器まつり
（スパーク阿山）

津かわげ

***

10 月

〈 2 0 19 年 〉
道の駅

❸奈良井木曽の大橋

TEL.0263-52-0280
（塩尻市役所）

長野県（南信）

❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

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

⓲歌舞伎の里大鹿
TEL.0265-39-2844

❸明宝

TEL.0575-87-2395

❹花街道付知

TEL.0573-82-2000

❺美濃白川

TEL.0574-75-2146

⓮アルプ飛騨古川
TEL.0577-74-0150

⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里
TEL.0573-48-3366

岐阜県

きりら坂下

TEL.0573-70-0050

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

㊲和良

TEL.0575-77-2353

うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

柳津

TEL.058-388-8719

美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

O c t o b e r

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

***

▼10月20日㈰「皇女和宮御下向行列」
皇女和宮のお興入れの様子を再現する時代
行列 宿場内をゆっくりと一時間程度かけ、南
から北へと練り歩く 各パートのキャストが身
に着ける衣装にも注目（奈良井宿・木曽平沢）

奈良井木曽の大橋

●10月12日㈯～14日（月・祝）収穫祭

***

●10月5日㈯・6日㈰ ドライフラワー展
●10月12日㈯～14日（月・祝）一鉢会盆栽展
●10月18日㈮〜20日㈰ 手作りびと展
●10月25日㈮〜11月4日（月・振休）フェアトレード&エコロジー展
●10月26日㈯ 南信州とよおかマルシェ秋の音楽祭
地元演奏家が集結!

南信州とよおかマルシェ

***
●10月20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

***
●10月1日㈫〜 道の駅温泉の入浴料を改訂します。大人450円→550円
●10月5日㈯・6日㈰ 秋の味覚フェスタ 秋の味覚たっぷりの各種ごはん
や農産加工品を、町内の味自慢のお店が多数取り揃えて販売します。
●10月27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
ガラポン抽選会開催 道の駅美濃白川内の各店舗にて1,000円以上お
買い上げの方にガラポン抽選会で粗品進呈
アルプ飛騨古川

●10月10日㈭ リニューアルオープン
●10月10日㈭〜13日㈰ オープン記念イベント 先着200名様へオリジナ
ルクリアファイル配布

***

花の里いいじま

▼～10月中旬 まつたけ観光
豊丘村産松茸づくしの料理をお楽しみくださ
い。※要予約：交流センターだいち 0265-342520（豊丘村内）
▼10月20日㈰12：00〜 大鹿歌舞伎「秋の公演」
（市場神社舞台）

***
▼10月19日㈯・20日㈰10：00〜16：00 つけち全
国レディース・クラフトフェアー 主催：町づくり
協議会（「花街道付知」イベント広場にて開催）
▼10月27日㈰ 付知サイクリング大会 主催：町づ
くり協議会（発着点「花街道付知」）

美濃白川

▼10月12日㈯・13日㈰
全国薬草シンポジウム2019inひだ
（メイン会場：飛騨市文化交流センター）

***
▼10月12日㈯ やさかふるさと花火大会
（木曽川）
▼10月13日㈰ 花馬まつり
（坂下神社）

●10月1日㈫〜31日㈭ 山門展示（土の華クラブ）織部焼展
●10月
（※予定）柿の販売開始 早秋・太秋・貴秋・早生富有柿
●10月2日㈬、9日㈬ 定休日
（その他水曜日営業）
●10月19日㈯ そば打ち体験 特典デー
●10月1日㈫～31日㈭ 郡上大和文化協会 作品展 郡上大和で活動して
いる文化協会員による作品展 週替わりで様々な展示を展開
●10月26日㈯ 第3回道の駅古今伝授の里やまと フォトコンテスト表彰式
●10月26日㈯・27日㈰ とんぼ玉展示販売
●10月27日㈰「和良鮎まつり」鮎塩焼き・鮎めし・鮎雑炊などの食事
コーナー設置 また、屋内多目的広場において特設ステージによる芸
能発表を行います。
●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！
●10月12日㈯・13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。
●10月26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！
●10月13日㈰、27日㈰ やなちゃんマーケット

***
●10月14日（月・祝）軽スポーツDAY
●10月20日㈰ ワクワク公園オータムフェスタ
●10月27日㈰ マス釣り・つかみサービスDAY

織部の里もとす

▼10月20日㈰ 郡上大和ふれあい祭り、
どぶろく
祭り
（郡上大和庁舎）

和良

うすずみ桜の里ねお

***
▼10月12日㈯・13日㈰ あかりアート展
（うだつの上がる町並み）
清流白川 クオーレの里

道の駅
❶富士

TEL.0545-62-1118

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

静岡県

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

道の駅のイベント

周辺地域のイベント
▼10月5日㈯ 飛翔・富士山「赫夜の舞」己亥
（比奈）、かりがね祭り
（雁公園）
▼10月13日㈰ 吉原宿宿場まつり
（吉原商店街）
▼10月19日㈯・20日㈰ 甲子秋まつり
（富士本町）

富士

●10月19日㈯ 手揉み体験 ●10月20日㈰ 語り部の会話楽座
●10月27日㈰ SUNSUNマーケット

***

●10月1日㈫〜11月30日㈯ 来場者数4,000万人達成記念
施設内4,000円以上お買い上げのお客様に抽選で100名様に商品券4,000円をプレゼント
●10月26日㈯9：00〜18：30・27日㈰9：00〜18：30 ガラポン抽選会 レシート4,000円毎に1回抽選（バザール棟中央）
▼10月4日㈮〜6日㈰ 第21回伊豆高原クラフトの森フェスティバル（大室山麓さくらの里）
伊東マリンタウン
▼10月19日㈯18：30〜18：50 赤沢温泉花火大会（赤沢海岸）
※地域のイベントにつきましては伊東市観光協会へ直接お問い合わせをお願いいたします。

くるら戸田

●10月6日㈰、13日㈰、27日㈰
繋げようライブの輪♪くるら毎週日曜ライブ
●10月26日㈯ 小さな駅の祭典第12回リトルくるフェスタ♪

㉔伊豆ゲートウェイ函南

●10月5日㈯ 第3回 伊豆 E-BIKE フェスティバル
（コミュニティ広場、川の駅伊豆ゲートウェイ函南でも同時開催！）

***

❶豊根グリーンポート宮嶋

●10月11日㈮十三夜 19：00頃〜 お月見どろぼう
豊根村では子ども達がお月見のおそなえをどろぼうしてまわります。

***

❸田原めっくんはうす

●10月13日㈰ 田原の花を大空に揚げよう!（凧揚げ）

TEL.0558-94-5151

TEL.055-979-1112

TEL.0536-87-2009

▼10月13日㈰ 渥美半島くるりんサイクリング
（田原市内）
▼10月27日㈰ 田原市民まつり
（はなのき広場）

TEL.0531-23-2525

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

***

▼～11月4日（月・振休）秋穫祭 ハロウィンイベント等
（安城産業文化公園デンパーク）

***
●10月27日㈰ 模型鉄道定例走行会

▼10月4日㈮〜6日㈰ 東三河の物産と観光フェア
農産物販売（イオンモール岡崎）
▼10月26日㈯・27日㈰ 大府市産業まつり
五平もち販売（大府市内）

つくで手作り村

❿立田ふれあいの里

●10月19日㈯・20日㈰ 開駅14周年記念祭
（イベント日程のみ確定 イベント内容はまだ未定です。）

***

⓬筆柿の里・幸田

●10月5日㈯・6日㈰ 筆柿まつり 筆柿つめ放題・お買い物をされた方に
記念長寿柿プレゼント

***

●毎週木〜日曜日 三河一色漁港直送の新鮮魚介類販売
●毎週土・日曜日 たこ焼、焼きそば屋台
●10月19日㈯・20日㈰（※第3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
●10月26日㈯・27日㈰ 杉山商店うなぎ蒲焼店頭販売

▼10月17日㈭10：00～12：00 秋の大祭
佐久島最大のお祭り 県の有形文化財である、
八劔神社本殿が公開 佐久島太鼓、神楽、雅楽
の奉納が行われる
（佐久島・八劔神社）
▼10月26日㈯・27日㈰ 第14回にしお本まつり
古本市やお話し会、文化財の書庫の特別公開
など
（西尾市岩瀬文庫、西尾市立図書館）
▼10月27日㈰10：00～15：00 佐久島太鼓フェス
ティバル 独特の打ち方と迫力が魅力の、島の
奉納太鼓（佐久島・大浦海水浴場）
39の市 佐久島の旬なものや美味しいごはん、
素敵な手作りのものがてんこ盛りの市（佐久
島・大浦海水浴場）

TEL.0567-23-1011

TEL.0564-63-5171

愛知県

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821
にしお岡ノ山

●10月12日㈯・13日㈰ 秋の味覚フェスタ2019
カボチャの重さ当てクイズ・筆柿の詰め放題・その他秋のグルメが沢山あります。
（詳細は現時点では未定です。）

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

▼10月2日㈬（毎年）矢作神社秋の大祭 まつりの起源は約300年前と伝えられ、五穀豊穣や住民の健康と安全を願い開催さ
れます。
まつりが週末に重なる年は、勇壮な山車の引き回しが行われます。矢作町の4区に1台ずつ山車がありましたが、
現在では、江戸時代末期に制作されたという2台のみ残されています。
（矢作神社）
▼10月 三菱自動車感謝祭 三菱自動車工業岡崎製作所で「三菱自動車感謝祭」を開催します! 普段は入ることができないテ
ストコースの見学・試乗会や新車・中古車の展示即売会から、戦隊ショーやタレントショーなどのステージイベント、屋台
や社員食堂体験といったグルメまで、大人でも子どもでも楽しめるイベントを多数ご用意しました! チラシ持参で60型4k
テレビやアップルウォッチ、ニンテンドースイッチなど豪華景品が当たる福引も参加できます!
秋の南公園まつり 南公園で一番大きなイベントです。交通広場では、鉄道コーナー、交通安全啓発コーナー、ゲームコー
ナーなどを開催します。遊園地では、
ミニステージ（大道芸など）、移動販売車などを開催します。その他いろいろなイベン
トを開催しております。
（南公園）
この行
▼10月12日㈯ 夏山八幡宮火まつり 旧暦9月9日頃に行われる火祭りは夏山八幡宮の古さをよく物語っている行事です。
事に従う者は17日間垢離をとり、初めに火をいただくといいます。古式に従い、女竹の先に「藁にご」をつめた棒と檜板で火
を起こし、それを神火として生木を積んだところに火を移していきます。その猛火に驚きながら参拝者は鬼面者に追い回され
ます。その時、鬼に打たれるとその人は厄除けになるといいます。古くから伝わる額田地区の勇壮な祭事です。
（夏山八幡宮）
▼10月12日㈯〜14日（月・祝（※予定）
）
さつまいも掘り体験 10月上旬頃に体験教室を行っています。お子さんが掘るのを前提
とし、それを見守るご両親や祖父母の方も感動しています。掘った日の夕食は芋の天婦羅や大学芋が食卓を彩る事でしょ
う。※日程は年により変動します。お電話で確認ください。
（奥殿陣屋）
●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。
●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。
●10月19日㈯ 第11回もっくる結いの市 ハンドメイド雑貨の販売・体験のほか、癒しのブースも並びます。
●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!

道の駅

愛知県

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

❷菰野

TEL.059-394-0116

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

●10月6日㈰〈あぐりパーク食彩村施設〉
「地元産南瓜を使ったシチュー」の振舞い
●10月9日㈬〈トマッテ施設〉
「東三河の豊かな食材をつかって！スイーツ
開発のヒントを探る講習会」講師／柴野大造氏
●10月10日㈭、24日㈭ 6次化セミナー開催
●10月26日㈯ 愛知卵協会「卵を食べよう」試食会

▼10月12日㈯・13日㈰ とよはし祭り
（全市民対象）
（豊橋公園・豊橋駅周辺を中心とした会場で開催）

●～10月1日㈫［いいたかの湯］夏季限定“ひやし湯”
●～10月28日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『10月の松花堂弁当』価格：990円
●～11月19日㈫［飯高茶屋］期間限定ドリンク ●～11月21日㈭［レストラン］期間限定デザート
●～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：1,340円 ●～12月10日㈫［飯高茶屋］秋限定ランチ 価格：680円
●10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!
●10月1日㈫～31日㈭ そば打ちキャンペーン ●10月13日㈰［いいたかの店］べっぴんさん弁当
●10月19日㈯・20日㈰ 感謝祭 楽しいイベント盛り沢山です!!
飯高駅
●10月24日㈭～11月26日㈫【展示】第4回Decoクレイクラフト作品展
●10月29日㈫～11月25日㈪［レストラン］
［波瀬駅］
『11月の松花堂弁当』価格：990円
▼10月6日㈰10：00〜16：00 まこも収穫祭（菰野町役場 福祉公園）
13：00〜22：00 湯の山温泉 僧兵まつり
（御在所ロープウェイ駐車場）
▼10月13日㈰・14日（月・祝）9：00〜15：30 福王神社 秋の大祭
▼10月20日㈰ 鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン
（発着点 菰野町役場）

菰野

三重県

●10月20日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント～芋煮会イベント～
・芋鍋の無料振舞い ・みかんパンナコッタの無料振舞い ・たまごのつかみ取り／1回100円
・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

❾奥伊勢おおだい

▼10月6日㈰ Verde/絶景のモスワールド～はじめての大杉谷～（大杉谷）
▼10月12日㈯・13日㈰ 家族で秋キャン!（自然学校）
▼10月13日㈰ Verde/2回目の大杉谷 千尋滝トレッキング
（大杉谷） ▼10月18日 (金) 柳原おはこ市（町内）
▼10月19日㈯・20日㈰ Verde/【東京・三重発】紅葉の大杉谷縦走 ～7つの滝と11の釣り橋を渡るアドベンチャー2days～（大杉谷）
▼10月25日㈮ お茶畑の手入れをしよう!（自然学校） ▼10月26日㈯ おおだい森のようちえん
（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

TEL.0598-84-1010

TEL.0595-97-8200

⓮あやま

***

TEL.0595-43-9955

⓰津かわげ

TEL.059-244-2755

▼10月17日㈭ 手力神社 秋祭 奉納花火大会

あやま

▼10月10日㈭・11日㈮ 津まつり 市民総おどり、各
地域の地域特産物ブースをはじめ、伝統芸能や
太鼓演奏が楽しめます。
（お城西公園）

●毎週土・日曜日 鮮魚販売、産直野菜 袋つめ
●10月14日（月・祝）〜 さわら寿司 販売
●10月20日㈰ 芸術の秋 てづくり商品販売 木工・ガラス 他

⓱熊野・花の窟

▼10月2日㈬ 花の窟神社 お綱かけ神事

***

TEL.0597-88-1011
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