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❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●～5月1日㈰ 山菜そば、うどん、山菜天ぷら、煮物等特別価格に
て販売いたします。

●～6月 春の山菜祭り タラの芽、わらび、ウド、セリ。ふき、ふき
のとう、こしあぶら、うこぎ、花わさび、生しいたけ、たけのこ等
をご用意してお待ちしております。

* * *

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●～5月7日㈯ 
　フェアトレードエコロジー（展示即売会） （2F多目的ホール）

㉕馬瀬 美輝の里
TEL.0576-47-2133

▼5月3日（火・祝） 馬瀬川あまごつり大会
　（主催：南飛騨馬瀬川観光協会、場所：下

呂市馬瀬中切 清流ふれあい会館前馬
瀬川）

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●～5月8日㈰ GWフェアー開催 お菓子の詰め放題・お買得農産物特売・玉子パックプレゼント・母の日カー
ネーションプレゼントetc 催しが盛りだくさん！

　※新型コロナウィルス感染状況によりイベント内容を中止もしくは縮小する場合が御座います。
●～5月8日㈰ 全国ご当地ラーメンフェアー開催 全国各地の選りすぐりラーメン12種類（3～4食入1,000円～

1,200円）を販売いたします。ご家庭で有名店ラーメンをご賞味ください。
●5月11日㈬、18日㈬、25日㈬ 定休日

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●～5月8日㈰ 郡上大和の風景写真展 四季折々に見せる自然の風景をお楽しみください。※入場無料
●5月3日（火・祝）※雨天中止の場合あり 中庭ライブ ハワイアンミュージックをお楽しみください。※観覧無料
●5月5日（木・祝）※雨天中止の場合あり 中庭ライブ 
　子どもの日ライブ。お子様から大人の方まで、皆さんに楽しんで頂ける内容です。※観覧無料
●5月8日㈰ 母の日記念撮影会 感謝の気持ちを込めて、とっておきの写真を撮影しませんか。プロカメラマン

による撮影（5分）L判1枚プリント付き※料金：500円（税込）
●5月14日㈯ レストランおがたま結婚式の為終日貸切
●5月28日㈯ 江戸花とんぼ玉催事販売

▼5月3日（火・祝） ぼたんまつりコンサート 
　［1部］11：00～ 主演：カオリマニア（Jazz、昭和ミュージック）、［2部］14：00～ 出演：77thClub Band（昭和

J-pop）※どちらも入場無料（場所：「古今伝授の里フィールドミュージアム」 ぼたん園）
▼5月3日（火・祝）～15日㈰ ぼたんまつり このぼたん園は2,000㎡あり、約1,500株の色とりどりのぼたんが華麗

な花を開かせます。園内の散策路を巡ってちょっと一息、いかがでしょうか。※入場無料（場所：「古今伝授
の里フィールドミュージアム」 ぼたん園）

▼5月25日㈬～29日㈰ ローケツ染教室作品展（場所：「古今伝授の里フィールドミュージアム」内よぶこどり）
▼5月29日㈰ 古今伝授の里春まつり（場所：「古今伝授の里フィールドミュージアム」内東氏館跡庭園）
▼5月29日㈰14：30～ チェンバロコンサート（場所：「古今伝授の里フィールドミュージアム」内よぶこどり）

㊴志野・織部
TEL.0572-55-3017

▼5月3日（火・祝）～5日（木・祝） 第46回土岐美濃焼まつり開催（場所：織部ヒルズ）

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●5月3日（火・祝） 錦鯉競り市（初市）
●5月29日㈰ マスつかみサービスDAY * * *

❻フォーレなかかわね茶茗舘
TEL.0547-56-2100

●5月1日㈰～15日㈰ 
　世界お茶まつり2022春のお茶まつりウィーク「新茶フェア」のパートナー店として、茶茗舘も参加します。
　パートナー店は静岡県内を中心に約400箇所あり、各店舗にてお茶の魅力を活用したイベントや販売、

サービスを実施するほか、世界お茶まつりオリジナルノベルティを来場者に配布します。またパートナー店
に設置するQRコードを読み込んでスタンプを集めて応募すると、抽選で賞品が当たるスタンプラリーも実
施します。パートナー店の一覧は世界お茶まつり公式HPにて紹介しています。

　茶茗舘では茶室で川根茶の淹れ方体験を実施します。

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼5月8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 温泉場お散歩市、場所：伊豆長岡温泉南山荘前）
▼5月21日㈯～6月12日㈰20：00～21：00（観賞推奨時間） ホタル観賞の夕べ
　天然の源氏ホタル観賞、期間中17：00～21：00 反射炉のライトアップ
　（主催：伊豆の国市観光協会、場所：韮山反射炉付近古川護岸）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●5月1日㈰～6月30日㈭10：00～14：30 
　「豊根村の春を味わいましょう」
　昔はこの時期、山椒を味噌に入れた香り豊かな山椒五平もち

を楽しみました。この機会に豊根村の春を味わってみてくだ
さい。山椒五平もち1本400円（場所：レストランふるさと又は
青空カフェ）

▼5月14日㈯～6月5日㈰ 
　茶臼山高原 2022芝桜まつり
　標高1,358m、愛知県で一番高いところ

にあるお花畑。おすすめポイントは南ア
ルプスの雄大な山々を眺めながら芝桜
が楽しめる山頂、幻想的な雰囲気にな
る夜のライトアップ、お腹も満たせる各
種グルメや豊根村の特産品です。（場
所：茶臼山高原）

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。

●5月15日㈰ 竹の子フェア 竹の子を使った炊き込みご飯を楽しめます。

▼5月15日㈰※応募期間：～5月9日㈪ ふるさとふれあいウォーキング スイーツウォークとタカドヤ湿地コース
は事前に申し込みが必要です。住所、氏名、年齢、電話番号等を記載した参加申込書を郵送、ファクスか直
接実行委員会へ提出。（主催：ふるさとふれあいウォーキング実行委員会（稲武商工会内）／〒441-2513 愛
知県豊田市稲武町竹ノ下1-1、ファクス 0565-82-3063）

▼5月15日㈰ 歩かまい稲武 当日参加OK、一部コースには事前申し込みが必要です。（主催：ふるさとふれあ
いウォーキング実行委員会、場所：豊田市稲武町内※駐車場は稲武中学校（臨時駐車場））

▼5月29日㈰ 「FDG in稲武」フィールドディスカバリーを稲武地区で行います。（主催：（一社）フィールドディス
カバリー協会、共催：いなぶ観光協会、場所：大井平公園／愛知県豊田市稲武町大井平51）

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼～5月8日㈰ 春の花満開の園内では、大
道芸やアニマルショーのステージショー
や、工作やパンクッキーなどの体験教室
などイベント盛りだくさん！（主催：安城産
業文化公園デンパーク、場所：安城市赤
松町梶1番地）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●5月1日㈰～8日㈰ ゴールデンウイークフェア
　2日㈪ 八十八夜 西尾の新茶PR会
　地域ブランド「西尾の抹茶」「三河一色うなぎ」「一色えびせん

べい」等、西尾の名産品充実販売
●5月2日㈪・3日（火・祝） 三河一色うなぎ実演販売会
●5月7日㈯ 西尾おもちゃ病院開催
●5月7日㈯・8日㈰ 春の西尾バラ展 
　母の日にはバラを！西尾市の花「バラ」の展示会

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●毎週土・日曜日 フルーツ杏仁販売 
　旬のフルーツたっぷりの杏仁豆腐
●5月2日㈪9：00～ 藤川宿ファン感謝デー（毎月2日開催）ガラポ

ンで景品をゲット。今月の景品は藤川宿特産むらさき麦商品！
●5月10日㈫～15日㈰ むらさき麦畑鑑賞ツアー
　写真を撮ってむらさき麦をゲット
●5月中旬頃 産直コーナーにて母の日フェア
　玄米10kgお買い上げごとにステキな鉢花プレゼント

▼～5月上旬 五万石藤まつり 
　市の天然記念物
　（場所：岡崎公園南側乙川堤防沿い）
▼～5月15日㈰
　名取春仙（美しき役者絵の世界）
　（場所：岡崎市美術博物館）
▼5月10日㈫～15日㈰
　むらさき麦まつりのトリセツ展
　（場所：むらさきかん）

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！
●【いいたかの店】［水曜サービスデー］ 2,000円お買い上げごとにティシュ1箱をプレゼント！
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～8月31日㈬ スマホでみえ得キャンペーン第6弾　・～11月30日㈬ ネットワークR166スタンプラリー
●～5月8日㈰ 第14回 珍布峠クイズウォーキング 歴史街道を歩いて豪華賞品を当てよう！
●～5月30日㈪ ［レストラン］『5月の松花堂弁当』 価格：990円
●～6月9日㈭ ［レストラン］春限定メニュー 価格：1,360円
●～6月20日㈪ 【展示】（飯高茶屋）第12回 柳瀬春生写真展 ～松阪の花～
●～7月12日㈫ 【展示】（波瀬駅）水谷有香 書道展
●5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！
●5月31日㈫～6月27日㈪ ［レストラン］『6月の松花堂弁当』 価格：990円

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●5月21日㈯13：30～ ソラーレ「三重県立紀南高等学校の生徒
と地元の会」による、絵本とかみしばい、読み語りの時間、お話
会を入場無料で開催致します。（道の駅3階、ピネまちかど子ど
も文庫）

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●5月初旬～6月頃達成見込み 来駅500万人イベント企画中 記念キップやノベルティの配布等
●5月3日（火・祝）10：00～ 集まれちびっこ 第1弾 水風船つり※中学生以下無料
●5月4日（水・祝）10：00～ 集まれちびっこ 第2弾 ストラックアウト※中学生以下無料
●5月4日（水・祝）、24日㈫ 松阪ハムの日 は切れのハムをお値打ち価格にて販売
●5月5日（木・祝）10：00～ 集まれちびっこ 第3弾 おかしすくい？詰め放題？※中学生以下無料
●5月15日㈰ レストランの日 定食・どんぶりにドリンク1杯サービス
●5月24日㈫ 津市の日 ポイント2倍
●5月25日㈬ ベイクの日 ベイク新製品、お買い得商品販売
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❾信州新野千石平
TEL.0260-24-2339

●～6月 春の山菜祭り 
　タラの芽、わらび、ウド、セリ。ふき、ふきのとう、こしあぶら、う

こぎ、花わさび、生しいたけ、たけのこ等をご用意してお待ち
しております。

❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●6月3日㈮～6日㈪ さつき盆栽展（2F多目的ホール）
* * *

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●6月1日㈬、8日㈬ 定休日
●6月2日㈭～30日㈭ 梅雨イベント開催 
　期間中、曜日別でお得な特典をご用意しております。農産物

特売・パンの値引販売 etc

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●6月19日㈰ 
　父の日記念撮影会 感謝の気持ちを込めて、とっておきの写真

を撮影しませんか。プロカメラマンによる撮影（5分）L判1枚プ
リント付き※料金：500円（税込）

* * *

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●6月26日㈰ マスつかみサービスDAY

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

▼6月上旬～下旬 ほたるに会いに行こう 
　熊人（くまんちゅう）
　（場所：くんまほたるの里）

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630 * * *

▼～6月12日㈰20：00～21：00（観賞推奨
時間） ホタル観賞の夕べ

　天然の源氏ホタル観賞、期間中17：00
～21：00 反射炉のライトアップ（主催：
伊豆の国市観光協会、場所：韮山反射
炉付近古川護岸）

▼6月12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、場所：伊豆
長岡温泉南山荘前）

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●6月18日㈯ 
　道の駅ゲートウェイ函南 第三土曜市「函南すいかまつり」
　12：30～（※予定） じゃんけん大会 
　函南町の名物である早どれスイカ「函南西瓜」をPRする、毎

年恒例イベント。当日物産販売所でお買い物いただいた方
を対象に、道の駅の公式キャラクター「マモリくん」とスイカ
をかけたじゃんけん大会を開催します。（イベント広場（雨天
の場合交流室前ラウンジ））

　※新型コロナウイルス感染症対策を行っての実施となりますが、
県内の警戒状況によって内容を変更する場合がございます。

●6月25日㈯～7月7日㈭ ゲートウェイの七夕2022 
　道の駅 伊豆ゲートウェイ函南では、今年も七夕にあわせて笹

を展示。館内を七夕装飾でデコレーションいたします。笹に
下げる短冊に、ぜひ願い事を書いてくださいね！

* * *

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●～6月30日㈭10：00～14：30 「豊根村の春を味わいましょう」
　昔はこの時期、山椒を味噌に入れた香り豊かな山椒五平もち

を楽しみました。この機会に豊根村の春を味わってみてくだ
さい。山椒五平もち1本400円（場所：レストランふるさと又は
青空カフェ）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●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。

●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。

●6月7日㈫～30日㈭ 
　産地直売施設「どんぐり横丁仮設店舗」休館
　※7月2日㈯ 産地直売施設「どんぐり横丁」がリニューアオープ

ンいたします。新店舗に是非お越しください。
●6月26日㈰ どんぐりの湯では、風呂の日にちなみ、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。

* * *

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●毎月第2土曜日、24日㈮ 西尾の抹茶点て体験 
　お客様ご自身で西尾の抹茶を味わいください（お菓子付き）
●6月18日㈯・19日㈰ 西尾の抹茶PR会&一色うなぎ実演販売会
●毎月24日 にしおの日 スタンプカード ポイント2倍デー

▼6月4日㈯、25日㈯13：30～15：30 
　語りと音楽によるグリーフケア講座
　家族や友人、ペットを亡くした悲しみを、

語りとバイオリンの音色で癒します。※
先着（両日参加できる方を優先）（お問
い 合 わ せ：（ 一 社 ）西 尾 市 文 化 協 会 
0563-54-5855、場所：西尾市文化会館）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●6月2日㈭9：00～ 藤川宿ファン感謝デー（毎月2日開催） 
　ガラポンで景品をゲット
●毎週土・日曜日 フルーツ杏仁販売 
　旬のフルーツたっぷりの杏仁豆腐

▼～6月12日㈰ 伝説の神獣 龍
　（場所：三河武士のやかた家康館）
▼～6月12日㈰ 岡崎戦国謎解きゲーム 
　消えた設計図の謎（場所：岡崎公園）
▼6月5日㈰15：00開演 
　アンサンブル天下統一 コロネット
　（場所：岡崎市シビックセンターコン

サートホール）
▼6月上旬～下旬 東公園花菖蒲まつり
　（場所：岡崎市東公園）

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！
●【いいたかの店】［水曜サービスデー］ 
　2,000円お買い上げごとにティシュ1箱をプレゼント！
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～8月31日㈬ スマホでみえ得キャンペーン第6弾　
　・～11月30日㈬ ネットワークR166スタンプラリー
●～6月9日㈭ ［レストラン］春限定メニュー 価格：1,360円
●～6月20日㈪ 
　【展示】（飯高茶屋）第12回 柳瀬春生写真展 ～松阪の花～
●～6月27日㈪ ［レストラン］『6月の松花堂弁当』 価格：990円
●～7月12日㈫ 【展示】（波瀬駅）水谷有香 書道展
●6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！
●6月2日㈭～9月27日㈫ ［いいたかの湯］ひやし湯
●6月4日㈯ クシタニCBM（コーヒーブレイクミーティング）
●6月10日㈮～9月8日㈭ ［レストラン］夏限定メニュー 
　価格：1,360円
●6月17日㈮～19日㈰ ［いいたかの湯］回数券キャンペーン
●6月23日㈭～7月7日㈭ 七夕飾り
●6月25日㈯～8月7日㈰ 
　【展示】（飯高茶屋）第3回 LemonTイラスト展
●6月28日㈫～7月25日㈪［レストラン］『7月の松花堂弁当』 
　価格：990円

* * *

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●6月18日㈯13：30～ ソラーレ「三重県立紀南高等学校の生徒
と地元の会」による、絵本とかみしばい、読み語りの時間、お話
会を入場無料で開催致します。（道の駅3階、ピネまちかど子
ども文庫にて） * * *

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●～6月頃達成見込み 来駅500万人イベント企画中 
　記念キップやノベルティの配布等
●6月4日㈯、24日㈮ 松阪ハムの日 
    端切れのハムをお値打ち価格にて販売
●6月15日㈬ レストランの日 
　定食 どんぶりにドリンク1杯サービス 
●6月24日㈮ 津市の日 ポイント2倍
●6月25日㈯ ベイクの日 ベイク新製品 お買い得商品販売

* * *
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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。

津かわげ

信州新野干石平

飯高駅

藤川宿

豊根グリーンポート宮嶋

伊豆ゲートウェイ函南

くんま水車の里

清流白川 クオーレの里

織部の里もとす


