道の駅

長野県（南信）

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

岐阜県
㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

道の駅のイベント
●〜12月31日㈭ 道の駅フォトコンテストの期間延長
道の駅 南信州とよおかマルシェにて撮影した
素晴らしい写真をお送りください。
※詳細はHP・SNSに記載

周辺地域のイベント
▼9月下旬～10月下旬 堀越まつたけ観光
※要予約（堀越区民会館）

●9月19日㈯～22日（火・祝）秋フェアー開催
●9月2日㈬、9日㈬、16日㈬ 定休日
（その他水曜日営業）
●9月2日㈬～29日㈫ 第四回道の駅古今伝授の里やまとフォト
コンテスト公開審査 応募作品を、
ご来館いただくお客様に
審査していただきます。
●9月22日（火・祝）火曜は定休日ですが、祝日のため営業いたし
ます。
●9月23日㈬ 振替休館を頂きます。

***
▼9月12日㈯～2021年3月31日㈬
和歌文学館企画展「岐阜県歌壇史をひ
もとくⅢ」
（古 今 伝 授 の 里フィー ルド
ミュージアム 和歌文学館）
▼9月13日㈰ 第8回古今伝授の里・現代短
歌フォーラム
（古今伝授の里フィールド
ミュージアム）

●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。
●9月13日㈰14：00～15：00 ふれあいコンサート
温泉館にて
「リング・トリオ・アンサンブル」演奏会 ※観覧無料
●9月19日㈯～21日（月・祝）ありがとう風呂
ヒノキの入浴木を湯船に浮かべます。
●9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！

うすずみ桜の里・ねお

柳津

●9月13日㈰、27日㈰ やなちゃんマーケット

⓳伊豆のへそ

▼9月12日㈯20：00〜（10分程度）新型コロナウイルス対策として密を避けるため、花火打ち上げ場所は公
表しませんが、市内7か所から同時に花火を打ち上げますので、STAY HOME STAY RYOKANでお楽しみく
ださい。
（主催：伊豆の国市観光協会開催）
（市内7か所）
▼9月13日㈰9：00〜12：00 地元産品の販売やフリーマーケット、
また、
旅館が出品する掘り出し市も同時開催
伊豆のへそ
（主催：伊豆長岡温泉 温泉場お散歩市）
（伊豆長岡温泉南山荘前）

❶豊根グリーンポート宮嶋

▼～11月1日㈰ とよね里山スタンプラリー 施設に行くだけでOK！ポンタのスタンプを5コ集めて応募すると
抽選で100名様に豊根村のたのしい景品をプレゼント♪
▼9月19日㈯～11月8日㈰ 2020 秋の茶臼山高原まつり
春夏秋冬、季節の移ろいを満喫できる茶臼山高原 秋は体験型イベント、露店販売などを予定していま
す。愛知県で一番早く色づき始める紅葉は10月中旬～11月上旬が見頃です。
10月10日㈯～11月8日㈰の土・日曜日・祝日 紅葉ライトアップ！
（茶臼山高原）
▼毎月1回開催18：30～22：00 星空カフェ
「てんくう」
月1日限定オープン
愛知県で一番星に近い茶臼山高原。満天の星が輝く天然のプラネタリウムをおたのしみください。
（茶臼山高原第1駐車場）
※詳細は豊根村観光協会HPをご確認ください。

❽デンパーク安城

▼9月19日㈯～22日（火・祝）、26日㈯・27日㈰「仲秋のあかり祭」期間中は開園時間を21：00まで延長し、竹あ
かりによる幻想的な世界を楽しめます。
（安城産業文化公園デンパーク）
▼9月19日㈯～11月3日（火・祝）
「秋穫祭」マリーゴールドやジニアなど、秋の花々が見頃を迎えるデンパーク
で、
「秋穫祭」が開催されます。ハロウィンの装飾やイベントを予定（安城産業文化公園デンパーク）

TEL.058-388-8719

静岡県

TEL.0558-76-1630

愛知県

TEL.0536-87-2009

TEL.0566-92-7111

***

道の駅

道の駅のイベント

⓬筆柿の里・幸田

●9月5日㈯・6日㈰「新米セール」新米特売

⓭にしお岡ノ山

●9月5日㈯・6日㈰ 名産品フェア
●9月12日㈯・13日㈰ 収穫祭 食欲の秋・秋祭り
●9月19日㈯～22日（火・祝）秋のお彼岸フェア 仏花・切花大奉仕
和菓子（おはぎ・団子）販売
●9月26日㈯・27日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売

TEL.0564-63-5171

TEL.0563-55-5821

愛知県

⓯藤川宿

●9月2日㈬ 藤川宿ファン感謝デー
当日お買い上げ合計2,000円毎にガラポン抽選会に参加で
きます。素敵なプレゼントを当ててください。
●9月中旬 新米セール 栽培にこだわった岡崎産のコシヒカ
リ、
ミネアサヒなど新米を販売
彼岸切花セール 秋のお彼岸に合わせて菊、仏花・枝物など
販売

藤川宿

TEL.0536-24-3005

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

❶飯高駅

三重県

TEL.0598-46-1111

***
にしお岡ノ山

▼～9月22日（火・祝）西尾市岩瀬文庫企画展「好古～日本考古学のあけぼの～」
江戸時代の好古家・郷土史家らの書き残した記録類から黎明期の日本考古学に迫る展示
※入場無料（西尾市岩瀬文庫）
西尾市資料館企画展「にしおのいせき2020」
西尾市内の遺跡から出土した多彩な考古遺物を紹介する展示 ※入場無料（西尾市資料館）

TEL.0564-66-6031

⓰もっくる新城

周辺地域のイベント

▼〜9月30日㈬ おかざき
「かき氷街道」
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！
（額田町エリア）
▼〜11月8日㈰「岡崎戦国謎解きゲーム
～迫りくる敵を迎え撃て～」
岡崎公園に侵入した敵が持っていた密
書の暗号を、歴史展示物などに触れな
がら読み解いていくという内容の参加
者体験型ゲームです。
（岡崎公園）
▼毎月第1日曜日
（※変更あり）
陣屋てづくり市 市民やその周辺の手作
り品作家の方たちが自慢の品を売って
います。お話を聞くだけでも楽しいです
よ。
（奥殿陣屋）

●随時開催 軽トラ市 スナックや革製品など、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 フィギュアや雑貨、ハンドメイド作品が並びます。
●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。
●9月2日㈬10：00〜15：00（※コロナの状況により中止の場合もあります。）
水曜マルシェ開催 キッチンカー・アクセサリー・フルーツ等さまざま
●9月19日㈯9：00〜16：00（※コロナの状況により中止の場合もあります。）
ウイークエンドマーケット キッチンカー・アクセサリー・フルーツ等さまざま
●9月19日㈯～25日㈮ お彼岸フェア
（直売所：あぐりパーク食彩村会場）
●9月20日㈰～22日（火・祝（※コロナの状況により中止の場合もあります。
）
）
うずらいも収穫体験（道の駅とよはし体験農場）

●～9月10日㈭［レストラン］
『夏限定メニュー』価格：1,360円（税込）
●～9月14日㈪【展示】
（飯高茶屋）己書 歩歩樂道場 絵手紙展
●～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22日（火・祝）
【展示】
まつさか景観絵画コンクール入賞作品展
●～9月29日㈫［いいたかの湯］“ひやし湯”、
［レストラン］JAF「中部7県ぐるっとグルメ」
●～11月30日㈪ 第14回 ネットワークルート166スタンプラリー
●～2021年3月31日㈬［いいたかの湯］ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
［いいたかの湯］大和伊賀松阪 御湯印めぐり
●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！
●9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！
●9月1日㈫～28日㈪［レストラン］
『9月の松花堂弁当』価格：990円（税込）
●9月11日㈮～13日㈰［いいたかの湯］
『回数券キャンペーン』
●9月11日㈮～12月10日㈭［レストラン］
『秋限定メニュー』価格：1,360円（税込）
●9月17日㈭～10月26日㈪【展示】
（飯高茶屋）飯高中学校生徒絵画作品展～私たちの飯高の風景～
●9月18日㈮～11月19日㈭［レストラン］
『季節のデザート』
●9月24日㈭～10月20日㈫【展示】第9回 絵画サークル「水彩の會」展
●9月29日㈫～10月26日㈪［レストラン］
『10月の松花堂弁当』価格：990円（税込）

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

●9月12日(土)・13日(日) 秋の収穫祭
13日㈰12：00 新米の振る舞い
12日㈯・13日㈰ 2,000円毎にお米が当たる三角くじの抽選を行います。

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

とよはし

関宿

道の駅

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

長野県（南信）

⓯南信州とよおかマルシェ

●〜12月31日㈭ 道の駅フォトコンテストの期間延長
道の駅 南信州とよおかマルシェにて撮影した素晴らしい写真を
お送りください。※詳細はHP・SNSに記載

織部の里もとす

●10月
（※予定）柿の販売開始 早秋・太秋・貴秋・早生富有柿
山門展示（土の華クラブ）
、織部焼展
●10月7日㈬ 定休日
（その他水曜日営業）

TEL.0265-48-8061

TEL.0581-34-4755

古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

岐阜県
㉟みのかも（ぎふ清流里山公園）
TEL.0574-23-0066

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

柳津

TEL.058-388-8719

静岡県

⓳伊豆のへそ

TEL.0558-76-1630

南信州 うるぎ

織部の里もとす

●10月2日㈮ 特別支援学校による
「Good job喫茶」
手作りのお菓子と、お茶を楽しめます。
●10月9日㈮～19日㈪9：30～16：30 アート三人展
●10月18日㈰ 第4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28日㈬～11月3日（火・祝）感謝祭
毎年恒例の秋の感謝祭 各店舗、
この期間だけの特別サー
ビスやメニューをご用意してお待ちしております。

▼～2021年3月31日㈬ 和歌文学館企画展
「岐阜県歌壇史をひもとくⅢ」
（古今伝授の里フィールドミュージア
ム 和歌文学館）
▼10月25日㈰ 第26回古今伝授の里短歌
大会（古今伝授の里フィールドミュー
ジアム 短歌の里交流館よぶこどり）

●10月3日㈯～11月3日（火・祝）ぎふ清流里山公園において10
月に秋の里山収穫祭として、土日を中心に地元野菜の販売
や、ローゼルの収穫体験、犬祭り、自然観察会などいろいろ
なイベントを週替わりで開催します。

みのかも

●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10日㈯・11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24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11日㈰、25日㈰ やなちゃんマーケット

柳津

▼10月1日㈭～2021年1月5日㈫8：00〜16：00 10月1日から小坂みかん狩りがオープンします。
※入園料：食べ放題／500円（小学生から大人まで同料金、幼児無料）、お土産コース／1,000円
（主催：小坂みかん共同農園）
▼10月11日㈰9：00〜12：00 温泉場お散歩市 地元産品の販売やフリーマーケット、
また、旅館が出品する
掘り出し市も同時開催（主催：伊豆長岡温泉）
（伊豆長岡温泉南山荘前）
●10月29日㈭19：30～（※要予約〜10月20日㈫（受付時間10：00～15：00））
お月見どろぼう 参加は3才～小学6年生までのちびっ子！ 豊根村の子ども達と一緒に「お月見どろぼう」
をしよう！※参加費無料、必ず保護者同伴で来てください。夜に18：30頃から道の駅に来られる方

愛知県

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

▼～11月1日㈰ とよね里山スタンプラリー
施設に行くだけでOK！ ポンタのスタンプを5コ集めて応募すると抽選で100名様に豊根村のたのしい景
品をプレゼント♪
▼～11月8日㈰ 2020 秋の茶臼山高原まつり 春夏秋冬、季節の移ろいを満喫できる茶臼山高原 秋は体験
型イベント、露店販売などを予定しています。愛知県で一番早く色づき始める紅葉は10月中旬～11月上
旬が見頃です。10月10日㈯～11月8日㈰の土・日曜日・祝日 紅葉ライトアップ！
（茶臼山高原）
▼10月10日㈯、25日㈰ 各日10：00～（※要予約（開催日の10日前までに））親子で楽しむ森の教室
10月10日㈯ 森林の役目を学習しながら花台づくりにチャレンジ！10月25日㈰ 炭焼き体験（丸太切り）
と
竹ずみの置きものづくりにチャレンジ！ 各日、参加者全員キーホルダーもつくります♪※料金：大人（中
学生以上）
：2,000円、3歳～小学生：1,500円、3歳未満：無料（料金には、体験料・昼食代・巨大迷路入園
料・当日の損害保険料が含まれます。）
（グリーンステージ花の木）
▼10月11日㈰ 第8回 いも煮会in茶臼山高原
豊根村は標高が高く温度差があるため、野菜が美味しいと言われています。2ｍの大鍋で作るほくほく
の里芋を使った芋煮 茶臼山高原の紅葉に合わせて、ぜひお楽しみください。
（茶臼山高原）
▼10月24日㈯･25日㈰ 集合時間10：00※要予約（〜10月19日㈪）菊芋掘り体験 低糖食材として話題を集
めている菊芋、農薬を使わずに栽培されています。約1時間の採り放題です。
ご家族・友人など皆様でお
越しください。※料金：1名1,000円、3才以下無料（三沢高原いこいの里）
▼10月25日㈰ 10：00～（※要予約（〜10月21日㈬）、天候により延期・中止になる場合があります。）
秋を満喫！芋掘り&ピザ作り体験 さつまいも・さといもなどを収穫して、お昼は農園で育った野菜を使っ
てピザ作りをします。※お土産付き、定員30名様、料金：大人(中学生以上)：3,300円、小学生：1,100円、小
学生未満：550円、3歳以下：無料（あさがね農園）
▼毎月1回開催18：30～22：00 星空カフェ
「てんくう」
月1日限定オープン
愛知県で一番星に近い茶臼山高原。満天の星が輝く天然のプラネタリウムを
おたのしみください。
（茶臼山高原第1駐車場）※詳細は豊根村観光協会HPをご確認ください。

道の駅

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

●10月3日㈯・4日㈰「筆柿まつり」
・筆柿特売
・500円お買上げの方に樹齢300年の長寿柿プレゼント
・筆柿品評会（出品された筆柿の販売有り）

筆柿の里・幸田

●10月3日㈯・4日㈰ 秋の収穫祭 地元産直充実販売
●10月24日㈯（※予定変更あり）地元中学生によるお点前会開催 協力：西尾茶協同組合
●10月31日㈯～11月1日㈰ 開駅11周年記念「岡ノ山まつり」
地元名産品新商品、お値打ち品販売、
クッキングコーナー名産品実演販売など

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

愛知県

▼10月3日㈯～2021年1月31日㈰『新編西尾市史 資料館2 古代・中世』刊行記念／吉良氏800年祭特別展
「西尾の古代・中世～吉良荘と吉良氏の光芒～」新編西尾市史 資料館2 古代・中世の発行及び吉良氏
800年祭を記念し、古代・中世の西尾市を当地由来の武士・吉良氏や吉良荘を中心に紹介する展示
▼10月11日㈰14：00～ 連続講座第1回「ゴーランドの横穴式石室の研究とその後」
古墳研究について専門家がわかりやすく解説する歴史講座 ※定員60名様、要予約、往復はがきに住
所・氏名を記載し西尾市岩瀬文庫（亀沢町480）
「連続講座」係まで 9月15日㈫〆切（幡豆いきいきセン
ター2階つつじホール）
▼10月24日㈯・25日㈰ 第15回にしお本まつり
「本」をテーマにした様々な催しを楽しむおまつり 今年は感染症対策のためリモート開催
※詳細は西尾市岩瀬文庫「にしお本まつり」ホームページをご確認ください。
●10月2日㈮ 藤川宿ファン感謝デー
当日お買い上げ合計2,000円毎にガラポン抽選会に参加
できます。素敵なプレゼントを当ててください。

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

⓱とよはし

TEL.0532-21-3500

❶飯高駅

三重県

TEL.0598-46-1111

●随時開催 軽トラ市 スナックやこだわりの革製品など、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の小物が並びます。
●不定期開催 大道芸 世界チャンピオンの技が目の前で見られるかも！
●10月7日㈬10：00〜15：00（※コロナの状況により中止の場合もあります。）
水曜マルシェ開催 キッチンカー・アクセサリー・フルーツ等さまざま
●10月17日㈯9：00〜16：00（※コロナの状況により中止の場合もあります。）
ウイークエンドマーケット キッチンカー・アクセサリー・フルーツ等さまざま
●10月17日㈯（※コロナの状況により中止の場合もあります。）たまニコイベント
（愛知県玉子協会）
●10月24日㈯・25日㈰ ①秋の園芸祭り
（直売所：あぐりパーク食彩村会場）
②豊橋「次郎柿祭り」
（直売所：あぐりパーク食彩村会場）

●～10月20日㈫【展示】第9回 絵画サークル「水彩の會」展
●～10月26日㈪［レストラン］
『10月の松花堂弁当』価格：990円（税込）
【展示】
（飯高茶屋）飯高中学校生徒絵画作品展～私たちの飯高の風景～
●～11月19日㈭［レストラン］
『季節のデザート』
●～11月30日㈪ 第14回 ネットワークルート166スタンプラリー
●～12月10日㈭［レストラン］
『秋限定メニュー』価格：1,360円（税込）
●～2021年3月31日㈬［いいたかの湯］ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
［いいたかの湯］大和伊賀松阪 御湯印めぐり
飯高駅
●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！
●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！
●10月22日㈭～11月24日㈫【展示】絵手紙展
●10月27日㈫～11月30日㈪［レストラン］
『11月の松花堂弁当』価格：990円（税込）
●10月29日㈭～12月21日㈪【展示】
（飯高茶屋）第9回 柳瀬春生 写真展

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

●10月31日㈯ ハロウィン
かぼちゃの重さ当てクイズ・お子様にお菓子の振る舞い

TEL.0595-97-8200

TEL.059-244-2755

▼〜11月8日㈰「岡崎戦国謎解きゲーム
～迫りくる敵を迎え撃て～」
岡崎公園に侵入した敵が持っていた
密書の暗号を、歴史展示物などに触れ
ながら読み解いていくという内容の参
加者体験型ゲームです。
（岡崎公園）
▼毎月第1日曜日
（※変更あり）
陣屋てづくり市 市民やその周辺の手作
り品作家の方たちが自慢の品を売って
います。お話を聞くだけでも楽しいで
すよ。
（奥殿陣屋）

***
津かわげ
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