道の駅

岐阜県

清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

❺いっぷく処横川
TEL.053-924-0129

道の駅のイベント
●3月20日（祝・金）～22日㈰ マス釣りはじまりますイベント
2020年シーズンはじめのマス釣りイベント 普段よりお得にマス釣りがお楽しみいただけます。
●3月21日㈯18：30～20：00※雨天の場合は3月28日㈯に変更 美濃白川星空シネマ2020
芝生の広場にて
「スタンド・バイ・ミー」を上映します。

●「めん処横川」にて新メニュー『卵かけごはん』はじめました！卵は名古屋コーチン使用、薬味はきざみのり・おかか・ねぎの3種、
しょう
ゆは専用しょうゆ「おたまはん」※単価450円、大盛は卵2個で200円増になります。
●3月7日㈯・8日㈰9：30～15：30 春のしいたけ祭り

❻フォーレなかかわね茶茗舘 ●3月15日㈰ 語り部の会 話楽座
●3月21日㈯ 未来座談会

❽奥大井音戯の郷

●3月7日㈯～22日㈰10：00～16：30 おとぎスプリングフェスタ2020 毎週土・日曜日・祝日に多数のイベント開催が決定！親子で楽しめ
るイベントがいっぱい！大人気の『宝石探し』や3月7日㈯・8日㈰の2日間限定で鉄道おもちゃの『プレイランド』や『あみだくじ』等もあ
るよ♪ ※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。

⓫富士川楽座

●3月7日㈯・8日㈰ 青森道の駅フェア&青森佞武多祭in富士川楽座
青森県から7つの道の駅が集結し特産品などのイベント販売を行います。今年は富士川楽座 開館20周年を記念して、高さ約6ｍの
立佞武多が青森からやってくる！展示だけでなく1日3回のねり歩きも予定しております。

TEL.0260-27-1151

⓭天竜相津花桃の里

●3月は火曜日も営業します。
●3月8日㈰～15日㈰ 花桃まつり 8日㈰、15日㈰ 甘酒サービス※なくなり次第終了、串芋販売1本300円、14日㈯ 五平餅販売1本300円
●3月31日㈫ 棚卸しの為、休業します。

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

TEL.0545-81-5555

●3月29日㈰ ローカルヒーロー（愛知県・徳島県・群馬県・東京都・埼玉県 etc）の大応援（信濃路下條「そばの城」駐車場）
そばの早食い競争・シンガーソングライターのミニコンサート・景品付き餅投げなど
主催：下條村・信濃路下條「そばの城」
・うまいもの館・たかど屋フーズ
●3月7日㈯・8日㈰ 春らん展示発表会
●3月28日㈯～4月7日㈫ モンゴルチャリティーバザー

静岡県

❺信濃路下條

道の駅のイベント

TEL.053-923-2339

⓮伊東マリンタウン

●～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。
●3月2日㈪～8日㈰『森林認証PRパネル展示』
持続可能な森林の利用と保護を図ろうとする制度「森林認証」についてのパネル展示
●3月7日㈯ フリーマーケット&クラフト市
●3月7日㈯・8日㈰『木づかい広場』森林認証材を活用した木製品の展示、木のおもちゃで遊べるコーナーも有り
●3月8日㈰ チョウザメ祭り 豊丘村で養殖をはじめたチョウザメの試食会
・21日㈯ お彼岸 かあちゃんマルシェ 道の駅直営加工所「かあちゃんの店」による 村の母の味 できたて販売
●3月20日（金・祝）
●3月20日（金・祝）～22日㈰ からふるマーケット はなやか・にぎやか フリーマーケット

フォーレなかかわね茶茗舘

TEL.0547-56-2100

TEL.0547-58-2021

道の駅

清流白川 クオーレの里

TEL.0557-38-3811

⓱ふじおやま

TEL.0550-76-6600

⓲潮見坂

TEL.053-579-3600

●3月1日㈰ 桜の入浴剤を使用しピンク色に染め、桜の香りを楽しんで頂きます。
●3月14日㈯・15日㈰ マリにゃんオリジナルキャンディーをマリにゃんのお散歩中にアテンドがお客様にお配り致します。
※無くなり次第終了とさせていただきます。
●3月29日㈰13：00～ マリにゃんとお客様でじゃんけんを行い、上位10名の方に賞品をプレゼント 参加者全員分の参加賞も用意いたし
ます。※上位の人数は変更する可能性があります。
●3月14日㈯10：00～15：00 ふじおやまキャンペーン
物販・レストランにてサービス価格で商品をご提供、
ステージで太鼓、県立小山高校生によるダンス演技
●3月10日㈫ 電気保守点検で停電のため17：00閉店
●3月29日㈰9：00～15：00 開駅14周年記念イベント 大抽選会（1,000円お買上げごとに抽選）、サラダバー無料（レストランご利用のお
客さま）、餅つき大会、湖西、新居吹奏楽団演奏会、移動動物園（ウサギ、ヤギ、ポニー）、岡崎こども園ぬり絵展示、いちご大福販売等
●3月30日㈪ 大掃除のため休館

❸明宝（磨墨の里公園）

●3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

㉓くるら戸田

TEL.0558-94-5151

●3月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰、29日㈰（毎週日曜日）繋げようライブの輪♪ 音楽イベント
●3月28日㈯ リトルくるフェスタ♪ 音楽イベントとグルメフェスタ

❽奥飛騨温泉郷上宝

●3月～4月上旬 物産館店舗改装の為休業

㉔伊豆ゲートウェイ函南

●3月8日㈰11：00～14：00 伊豆ゲートウェイ函南春のよさこい祭り
（コミュニティ広場にて）

❶豊根グリーンポート宮嶋

●3月3日㈫～4月3日㈮9：00～16：30（定休日：水曜日）
昔ながらの土雛を飾って
「ひなまつり」
をしています。ぜひ見に来てください♪

❸田原めっくんはうす

●3月14日㈯ めっくんはうすマルシェ
●3月29日㈰ めっくんはうすマルシェ周年祭

❺つぐ高原グリーンパーク
TEL.0536-83-2344

●3月23日㈪～25日㈬ メンテナンス作業
●3月28日㈯・29日㈰ 奥三河蓬莱泉2days（ロゲイニング）

❻どんぐりの里いなぶ

●～3月31日㈫ あいち山里スタンプラリー 台紙設置場所：どんぐり横丁

❽デンパーク安城

●3月14日㈯・15日㈰ 決算セール 道の駅デンパーク安城「産直コーナー」のお得なセール

❿立田ふれあいの里

●3月28日㈯ れんこん詰め放題 お買い上げ1,000円以上のレシート提示で参加できます。
●3月29日㈰ れんこん料理コンテスト
6チームがれんこん料理を競い合います。参加方法は、チケットと箸を購入し、箸の重さで優勝チームが決まります。

TEL.0575-87-2395
TEL.0578-89-3746

TEL.055-979-1112

❿ロック・ガーデン ひちそう ●3月7日㈯ 日本最古の石博物館（「ロック・ガーデン ひちそう」隣り）リニューアルオープンイベント！
TEL.0574-48-2511

⓬白川郷

TEL.05769-6-1310

オープニングセレモニー、
「ロック・ガーデン ひちそう」
よりイベントブース出店 etc（主催：七宗町）

●3月中旬〜 冬限定メニューを終了し春限定メニュー始めます。

TEL.0531-23-2525

⓴土岐美濃焼街道どんぶり会館 ●3月7日㈯（第1土曜日）どんぶりソフトをお買い上げいただき、スタッフとじゃんけんをして
TEL.0572-59-5611

●営業時間変更のお知らせ（期間未定）8：30～17：00
●3月4日㈬・11日㈬ 定休日
●3月21日㈯ そば打ち体験特典デー ●3月28日㈯・29日㈰ 誕生祭開催！

㉛大日岳

●～3月31日㈫ 冬期間休業

TEL.0575-72-5007

TEL.0575-88-2525

㉟みのかも（ぎふ清流里山公園）
TEL.0574-23-0066

織部の里もとす

TEL.0566-92-7111

●3月1日㈰～21日㈯ 道の駅ピアノ 素敵なピアノの音色を、皆様でシェアしていただく事を目的とし、企画したイベントです。
自由にピ
アノを弾いて、楽しんで頂けます。※参加費無料
小さな図書館 絵本や雑誌、漫画や小説…ほんの少しづつですが、ゆっくりと道の駅で過ごしていただけるよう、図書館スペースを設
けました。
どなたでも楽しんで頂ける企画です。※入場無料
●3月28日㈯・29日㈰（※予約優先、当日受付も可能）とんぼ玉作成体験と販売 人気のとんぼ玉作成体験 カラー・花パーツ等、使用する
材料はお好みでチョイスできます。※料金：1400円～（材料費込）、作成する作品により異なります。
●3月1日㈰ マジックショー（Mr.TAMAKI）
●3月13日㈮～23日㈪ 里山写真展 写真展示
●3月28日㈯ ライフリー ソーシャルウォーキング大会
ノルディックウォーク
（ストックを利用したウォーキング）
（主催：美濃加茂市、共催：ぎふ清流里山公園、協賛：ユニチャーム）
●3月28日㈯～4月12日㈰ つるし雛飾り展

㊲和良

●3月15日㈰9：00～12：00（受付 8：00／道の駅「和良」）和良川あまご釣り大会
道の駅「和良」から下流オートキャンプ場までの約1.5㎞の間（主催：和良観光協会）

㊳うすずみ桜の里・ねお

●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！
●3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。
●3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

●3月1日㈰～4月3日㈮ おひなさんめぐり 土びなをレストラン・和室にて展示

柳津

●3月8日㈰、22日㈰ やなちゃんマーケット
●3月28日㈯・29日㈰ 15周年祭

㊼宙ドーム・神岡

●3月毎週土・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テーマをサイエンスコミュニケーターがお話しします。
●3月28日㈯・29日㈰ ひだ宇宙科学館カミオカラボ 開館1周年大感謝祭 クイズラリーや吹奏楽の演奏などを予定しています。

TEL.0575-77-2353

TEL.0581-38-3430

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

TEL.0578-82-6777

美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

TEL.0565-83-3200
（観光案内所）

TEL.0567-23-1011

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

⓭にしお岡ノ山

⓮瀬戸しなの

●毎週金曜日 レストランモーニング サラダバー&試食の日
●3月7日㈯・8日㈰、14日㈯・15日㈰、21日㈯・22日㈰、28日㈯・29日㈰ 花巻き体験会
4月11日㈯・12日㈰「美濃まつり」の花みこしを彩る和紙の花を作る体験、
「ミニしない」を持ち帰ることができます。
●3月15日㈰ フリーマーケット

どんぐりの里いなぶ

TEL.0531-45-5088

TEL.0563-55-5821

柳津

豊根グリーンポート宮嶋

⓫あかばねロコステーション ●3月8日㈰ ロコマルシェ 手作り市・ワークショップ

愛知県

岐阜県

古今伝授の里やまと

どんぶりソフト

お客様が勝てばどんぶりソフト代を返金しますので、無料になります。

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

TEL.0536-87-2009

TEL.0561-41-3900

●3月1日㈰ えこたんひな祭り 甘酒ふるまい※なくなり次第終了
●毎月1、4、7の付く日と毎週土・日曜日 店頭にて自然農法野菜や微生物発酵肥料で育てた、体にやさしいいろどり野菜を販売
●3月7日㈯・8日㈰ いちごフェア
●3月14日㈯・15日㈰ あさり汁 振る舞い※両日先着100名
にしお岡ノ山
●3月17日㈫～22日㈰ お彼岸フェア 仏花・切花充実販売、和菓子販売会
●3月20日（金・祝）～22日㈰ 春らんまん岡ノ山まつり
・西尾の抹茶無料呈茶会、21日㈯ 地元中学生茶道部お点前会 ・地元名産PR会、大人気いか姿焼き販売
●3月21日㈯・22日㈰ 今シーズン初 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会
●今日は何の日 味噌、たまご、花、パン、豆腐、果物、米、漬物、
スィーツ、肉、蒟蒻 ※日替わりで値引きあり
●3月7日㈯7：00～ 元気な朝市 生産者、加工業者、手作り雑貨など対面販売
●3月7日㈯・8日㈰9：00～ 宮下ファームさんの初産たまご販売
瀬戸しなの
●3月15日㈰9：30～ 手作りクラフト ユニット折り紙 ※先着20名様、参加費無料
●3月15日㈰13：00～ アコースティックライブ アマチュアバンドの演奏
●3月20日（金・祝）〜22日㈰ 9周年祭
20日（金・祝） 前日祭（富山物産展） 21日㈯ 餅つき・振る舞い餅、軽トラ市 22日㈰ オークション（野菜・陶器・花・加工品など）
21日㈯・22日㈰ 道の駅交流市場（信州新野千石平、豊根グリーンポート宮嶋、加子母、つくで手作り村、
どんぐりの里いなぶ）
●3月29日㈰ 肉の日 精肉、冷凍食品、ハム、
ソーセージ10％OFF

⓯藤川宿

●3月14日㈯10：00～15：00 クラシックカーフェスタ

⓰もっくる新城

●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。
もっくる新城
●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。
●3月7日㈯10：00～16：00 もっくる結いの市 素敵なハンドメイド雑貨販売や体験など34ブース ※雨天縮小開催

TEL.0564-66-6031

TEL.0536-24-3005

道の駅

愛知県

⓰もっくる新城

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

道の駅

●3月8日㈰8：30～12：00 福興市inしんしろ 東日本大震災を風化させない！海産物などの販売 買って応援！
！
●3月21日㈯～23日㈪ 5周年祭 今年も楽しいイベントでお迎えします。
●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。

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●3月14日㈯ 道の駅奥伊勢わいわいイベント～ひな祭りイベント～
・ひなカップ寿司の無料振舞い ・いちご甘酒の無料振舞い ・ひなあられのプレゼント ・名物「でたらめ焼き」の無料振舞い

❿美杉

●3月22日㈰11：00～15：00 休日相談窓口 美杉地域への移住、田舎暮らしに関する相談などに対応する相談会を実施

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

⓰津かわげ

●毎週土・日曜日10：00～14：00 揚げたて津ぎょうざ（道の駅特製）揚げたてアツアツをどうぞ
●3月28日㈯・29日㈰ 産直野菜詰め放題 地元の野菜を詰め放題！絶対お値打ちです。

TEL.059-275-0399
TEL.0595-97-8200
TEL.059-244-2755

●4月5日㈰ カラタンウォーク 道の駅「柳津」
もスタンプ会場に! 飲み物を提供いたします。
●4月12日㈰、26日㈰ やなちゃんマーケット

㊼宙ドーム・神岡

●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テーマをサイエンスコミュニケーターがお話しします。

美濃にわか茶屋
TEL.0575-33-5022

●毎週金曜日 レストランモーニングサラダバー&試食の日
●4月15日㈬～5月26日㈫ ツアー・オブ・ジャパン 2020TOJ美濃ステージ特別展示

清流白川 クオーレの里

●4月29日（祝・水）ワクワク公園スプリングフェスタ

TEL.0578-82-6777

TEL.0574-72-2462

❼天城越え

●4月25日㈯～5月6日（水・振休）しゃくなげフェスタ

⓮伊東マリンタウン

●4月1日㈬～5月31日㈰ ロングランイベントとして今季は「なぞときラリー」を開催 スタンプの場所を問題形式で説明しお客様に楽し
んでいただきます。完成したスタンプ紙を案内所に持っていくとをちょっぴりプレゼントを用意いたします。
●4月12日㈰11：00～16：45 7～8組によるアコースティックギター演奏やウクレレによる演奏と歌を披露していただきます。

㉓くるら戸田

TEL.0558-94-5151

●4月5日㈰、12日㈰、19日㈰、26日㈰（毎週日曜日）繋げようライブの輪♪ 音楽イベント
●4月25日㈯ リトルくるフェスタ♪ 音楽イベントとグルメフェスタ

㉔伊豆ゲートウェイ函南

●4月26日㈰10：00～16：30 フードフェスタIZU（コミュニティ広場にて）

❶豊根グリーンポート宮嶋

●4月18日㈯・19日㈰ 道の駅 春まつり 駅長とジャンケン大会♪ お買い得品いっぱいの「おったまげ市場」など

❸田原めっくんはうす

●4月11日㈯ めっくんはうすマルシェ

❺つぐ高原グリーンパーク

●4月5日㈰ 奥三河パワートレイル

❼アグリステーションなぐら
TEL.0536-65-0888

●4月第2～3週頃 アグリステーション春まつり 道の駅「アグリステーションなぐら」横、名倉川堤防沿いにはコヒガンザクラ並木が続き
ます。お花見の時期に合わせて、特産品などの出店が盛りだくさん♪

❽デンパーク安城

●4月18日㈯・19日㈰ 19周年セール

TEL.0558-85-1110

TEL.0557-38-3811

TEL.055-979-1112

TEL.0536-87-2009
津かわげ

TEL.0531-23-2525

TEL.0265-86-6580

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

道の駅のイベント
●～4月7日㈫ モンゴルチャリティーバザー ●4月11日㈯・12日㈰ クラフト
「手仕事」作品展
●4月24日㈮～5月6日（水・振休）フェアトレード&エコロジー展

●4月19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

❹花街道付知

●4月29日（水・祝）昭和モーターショー 昭和の名車がずらり勢揃い（花街道付知イベント広場）

❽奥飛騨温泉郷上宝

●～4月上旬 物産館店舗改装の為休業

⓴土岐美濃焼街道どんぶり会館
TEL.0572-59-5611

●4月4日㈯（第1土曜日）どんぶりソフトをお買い上げいただき、
スタッフとじゃんけんをして
お客様が勝てばどんぶりソフト代を返金しますので、無料になります。

織部の里もとす

●4月18日㈯ そば打ち体験特典デー

TEL.0573-82-2000
TEL.0578-89-3746

TEL.0581-34-4755

岐阜県

㉛大日岳

TEL.0575-72-5007

古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

花の里いいじま

●～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。
●4月26日㈰「オーケストラと友に音楽祭」
プレコンサート 身近にクラッシックを楽しめる 野外コンサート

❸明宝（磨墨の里公園）
TEL.0575-87-2395

TEL.0566-92-7111

TEL.0581-38-3430

㊷おばあちゃん市・山岡
TEL.0573-59-0051

③自転車試乗展示会 電動アシスト自転車やロードバイクの試乗・展示

●4月1日㈬～19日㈰ 淡墨桜開花シーズン、道の駅・うすずみ温泉共に休まず営業します。
●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！
●4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。
●4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！
●～4月3日㈮ おひなさんめぐり 土びなをレストラン・和室にて展示
●4月3日㈮ お節句茶会 先着150名様にお抹茶とお菓子（からすみ）の振舞い

●毎月1、4、7の付く日と毎週土・日曜日 店頭にて自然農法野菜や微生物発酵肥料で育てた、体にやさしいいろどり野菜を販売
●4月4日㈯・5日㈰ だんごスイーツ作り体験 だんごにあんこや生クリームなどをトッピングし、自分だけのオリジナルスイーツだんごを作る
●4月11日㈯・12日㈰ 鮮魚コーナーふれあい 鮮魚コーナーの魚介類に触れてもらう
●4月25日㈯・26日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会 ●4月29日（水・祝）～ ゴールデンウィークフェア
●今日は何の日 味噌、たまご、花、パン、豆腐、果物、米、漬物、
スィーツ、肉、蒟蒻 ※日替わりで値引きあり
●4月4日㈯7：00～ 元気な朝市 生産者、加工業者、手作り雑貨など対面販売
●4月11日㈯9：30～ 手作りクラフト 風車のブローチ ※先着20名様、参加費無料
●4月19日㈰9：30～ 手作りクラフト 五月飾りをつくりましょう。※先着20名様、参加費無料
●4月25日㈰12：00～ アコースティックライブ アマチュアバンドの演奏
●4月27日㈪～30日㈭ ゴールデンウィーク企画（子ども広場、廉売市など）陶磁器センターと瀬戸しなののコラボ
●4月18日㈯・19日㈰ 春のわくわくフェスタ

⓰もっくる新城

●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。
●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！

TEL.0536-24-3005

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

あかばねロコステーション

●4月5日㈰ 開駅11周年ありがとうセール 野菜たっぷり汁ふるまい ※無くなり次第終了
●4月11日㈯・12日㈰ たけのこまつり たけのこ試食販売 ※無くなり次第終了

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

三重県

●～4月12日㈰ つるし雛飾り展 ●4月4日㈯・5日㈰（※予定）ぎふ清流里山公園オープン2周年イベント ※詳細未定

㊳うすずみ桜の里・ねお

TEL.0564-63-5171

TEL.0561-41-3900

●4月5日㈰（申込期限：3月30日㈪）桜ウォーク・ノルディックウォーク 桜の景色の中、健康づくりを目的とした、
ウォーキングイベントを
開催します。参加はどなたでもOK ポールのレンタルも承ります。温泉やお買い物割り引券付 景品が当たるくじ引きも予定していま
す。※参加費500円（小学生以下は参加費無料）
●4月25日㈯・26日㈰ とんぼ玉展示販売 ”お手頃なもの～” ”本格的”な立体江戸花とんぼの展示販売も行います。
●4月26日㈰ レストランおがたま 結婚式の為終日貸切
●4月27日㈪～5月11日㈪ 郡上大和の風景 写真展 道の駅古今伝授の里やまとの四季折々の風景はもちろん、
フォトコンテストの応募
作品や結婚式の写真など、郡上大和の風景をお楽しみいただける写真展

②キッズ自転車教室 子供向けの自転車教室
●4月26日㈰ 昭和の遊びパーク

⓬筆柿の里・幸田

⓮瀬戸しなの

●4月1日㈬～（定休日：木曜日）グリーン季 営業開始

田原めっくんはうす

TEL.0531-45-5088

⓭にしお岡ノ山

どんぶりソフト

天城越え

⓫あかばねロコステーション ●4月12日㈰ ロコマルシェ 手作り市・ワークショップ

TEL.0563-55-5821

サイクルフェステイバル in 美濃加茂2020（ぎふ清流里山公園）
㉟みのかも（ぎふ清流里山公園） ●4月5日㈰
①GTBCロゲイニング in 美濃加茂（サイクリングイベント）市内一円で行う自転車によるロゲイニングの開会式・閉会式を行う
TEL.0574-23-0066

愛知県

長野県

❿花の里いいじま

●4月19日㈰ フリーマーケット

TEL.0547-56-2100

TEL.0536-83-2344

道の駅

宙ドーム・神岡

❻フォーレなかかわね茶茗舘 ●4月19日㈰ 語り部の会 話楽座

静岡県

三重県

●～3月3日㈫【展示】第17回 高橋みゆきリフォーム教室ひなかざり 作品展
●～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17日㈫【展示】
（波瀬駅）LemonT（レモンティー）イラスト展
●～3月24日㈫［レストラン］
『3月の松花堂弁当』価格：990円
●～3月26日㈭［レストランいいたか］
『季節のデザート』
●～3月31日㈫［いいたかの湯］大和・伊賀・松阪 御湯印めぐり ●～4月7日㈫［飯高茶屋］
『期間限定ドリンク』
●～4月21日㈫【展示】
（飯高茶屋）第8回 柳瀬春生 写真作品展
●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！
●3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！
●3月1日㈰～31日㈫ 日帰りバス旅行キャンペーン
●3月5日㈭～24日㈫【展示】第9回 山本長（まさる）絵画作品展
●3月6日㈮～6月5日㈮［レストラン］
『春限定メニュー』価格：1,360円
●3月12日㈭～6月9日㈫［飯高茶屋］
『春限定ランチ』価格：690円
飯高駅
●3月13日㈮～15日㈰［いいたかの湯］回数券キャンペーン
●3月24日㈫～4月27日㈪［レストラン］
『4月の松花堂弁当』価格：990円
●3月26日㈭～4月21日㈫【展示】第12回 華の会 作品展
●3月27日㈮～5月28日㈭［レストラン］
『季節のデザート』

道の駅のイベント

柳津

TEL.058-388-8719

岐阜県

TEL.0536-24-3005

道の駅のイベント

藤川宿

●～4月7日㈫［飯高茶屋］
『期間限定ドリンク』 ●～4月21日㈫【展示】第8回 柳瀬春生 写真作品展
●～4月27日㈪［レストラン］
『4月の松花堂弁当』価格：990円
●～5月28日㈭［レストラン］
『季節のデザート』 ●～6月5日㈮［レストラン］
『春限定メニュー』価格：1,360円
●～6月9日㈫［飯高茶屋］
『春限定ランチ』価格：690円 ●～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！
●4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！
●4月9日㈭～［飯高茶屋］
『期間限定ドリンク』
●4月1日㈬～5月6日（水・振休（予）
）
第11回 珍布峠キャンペーン 歴史街道を歩いて豪華賞品を当てよう！
●4月23日㈭～5月24日㈰【展示】第8回 飯南公民館水墨画教室作品展
●4月28日㈫～5月25日㈪［レストラン］
『5月の松花堂弁当』価格：990円

❾奥伊勢おおだい
TEL.0598-84-1010

●4月19日㈰ 道の駅奥伊勢わいわいイベント～お花見イベント～
・さくら古代米おはぎの無料振舞い ・春の山菜スープの無料振舞い ・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

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

⓰津かわげ

●4月24日㈮～26日㈰ 開駅4周年イベント！
24日㈮～26日㈰ ポイント2倍、25日㈯ 津あげあんぱん100円※限定100個、26日(日)11：00 豚汁振舞

TEL.0595-97-8200
TEL.059-244-2755

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

関宿
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