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⓮田切の里
TEL.0265-98-5525 * * *

▼11月27日㈰9：00～随時スタート	 	
　第10回	飯島町米俵マラソン2022
　3kgの「米俵」をかつぎ、10㎞・5㎞それぞ

れのコースを走ります。
　（主催：飯島町米俵マラソン実行委員会、

場所：飯島町文化会館前より町内）

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●毎週金・日曜日	織部特売 お値打ち野菜を大放出　
●毎週火曜日13：00～	パン工房	全品20円引き
●11月20日㈰（第3日曜日）	【ガラポンの日】
　ガラポン抽選会（1等：飛騨牛etc.）
　※新型コロナウイ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。

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●11月3日（木・祝）	中庭ライブ Aqua Blue、キッズビンゴ大会
●11月5日㈯	キッズビンゴ大会、エアかおる大アウトレットセール、中庭ライブ 千華えっか＆シン・ダイナマジック
●11月6日㈰	キッズフリーマーケット
●11月10日㈭～13日㈰	さをり織展
●11月19日㈯～23日（水・祝）ラックモリヤマ自然食品販売

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●11月	柿の販売 特設コーナーを設置し販売
●11月19日㈯～28日㈪	北海道うまいっしょ市 
　海鮮やラーメン、お菓子などの販売
●11月23日（水・祝）	柿の種飛ばし大会 チェリー吉武さん来店

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●11月23日（水・祝）	「棚田を歩こう」棚田百選になっている大栗安の
棚田を歩いた後、竹筒ごはん作り

●11月30日㈬	臨時休業

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●11月3日（木・祝）～30日㈬	施設来場者数4,500万人記念！マリにゃんの激ムズ間違い探し
　伊東マリンタウン恒例の、マリにゃん激ムズ間違い探し！施設開業時からの来場者数4,500万人達成（11月達

成見込）を記念した、可愛いイラストで大人でも難しい間違い探しにチャレンジしよう！
　（問題用紙設置場所：施設内各所、主催：伊東マリンタウン）
●11月5日㈯10：30～16：45（※雨天中止）Acoustic	Music	Fair～海と空のハーモニーin伊東マリンタウン
　伊豆で活動するアーティストが勢ぞろい！ 全8組のアーティストが参加予定。多種多様なミュージックを一日ど

なたでもお楽しみいただけます。 ※観覧無料（場所：海側観覧席主催：伊東マリンタウン）

▼11月5日㈯・6日㈰	第12回熱海おさかなフェスティバル
　熱海市の親水公園を会場に、熱海の美味しい海の幸をその場でお楽しみいただける「浜焼コーナー」と、飲食

メニューの販売、お子様も体験できる「干物づくり教室」、そして「遊覧船サンレモ」「モーターボート ピッコラ」
乗船が特別料金で実施される予定となっております。また近くの渚小公園にて「あたみ防衛防災フェスタ」も
同時開催予定。海上自衛隊の掃海艦・海上保安庁の巡視艇が着岸するほか、ヒーローショー、警察・消防・自衛
隊関連の展示ブースも設けられます。（主催：熱海市観光協会、場所：親水公園／熱海市）

▼11月5日㈯、20日㈰20：20～20：40	秋季熱海海上花火大会
　熱海の花火の大きな特徴は２つ。一つはフィナーレ「大空中ナイアガラ」、もう一つは「打上げ会場」です。毎開

催フィナーレを飾る「大空中ナイアガラ」は仕掛け花火ではなく、会場全体から打上げるスターマイン。銀色の
花火が夜空を埋め尽くし、真昼のように明るく輝きます。あまりの美しさに瞬きを忘れるほど･･･感動間違いな
しです。※めっちゃ大きい！二尺玉（各日1発）の打上げがあります。（主催：熱海市観光協会、場所：熱海湾）
▼11月10日㈭18：30～21：00	尻つみ祭り
　伊東市にある「音無神社」で毎年11月10日に開催される『尻つみ祭り』。その昔、源頼朝と八重姫が音無神社で

逢瀬を楽しんでいたという言い伝えから、真っ暗な社殿のなかでお神酒を回す際に隣人のお尻をつねって合
図するという祭事が始まりました。今は、お囃子のリズムに合わせてお尻をぶつけ合うユニークな「尻相撲大
会」が行われています。伊東マリンタウンのマリにゃんもゲスト出演予定です。

　（主催：伊東市観光協会、場所：音無神社）

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

●11月26日㈯～28日㈪9：00～16：00	道の駅「伊豆のへそ」周年祭※26日㈯はイベント有り（9：00～15：00）
　道の駅「伊豆のへそ」17周年のイベントとして、1日目は地元学生による吹奏楽の演奏やキッチンカー、伊豆の

国市のPR出展、スタンプラリーなどを実施

▼11月6日㈰7：00～17：00	手作りマーケットvol.5	ハンドメイド雑貨やキッチンカーの出店（主催:ひとつなぎ伊
豆の国、場所：韮山反射炉ガイダンスセンター 芝生広場）

▼11月13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）
▼11月23日（水・祝）13：00～17：00	頼朝公像特別公開	推定樹齢800年の頼朝杉から彫られた頼朝公像を1日限り

で特別公開（主催：源頼朝公像製作委員会、場所：韮山時代劇場 大ホール）

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●11月3日（木・祝）～6日㈰	エス・ウェル・フェス
　『しずおかの ふくしにふれる 4日間』マルシェやギャラリーなど

期間中は楽しいイベントがいっぱいです。 * * *

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

▼～11月6日㈰（また、紅葉ライトアップは11月6日㈰までの土・日曜日・祝日）	2022	秋の茶臼山高原まつり
　茶臼山高原は愛知県で最も早く紅葉を楽しめる場所で露店販売で食を楽しむことができます。
　（場所：茶臼山高原）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●～	11月30日㈬	道の駅×文化財スタンプラリー
●～12月31日㈯	GoGoサイクルスタンプラリー
●11月6日㈰	明治安田生命協賛	健康増進イベント
●11月12日㈯	めっくんマルシェ

▼～11月7日㈪	渥美半島菊花大会
　（場所：サンテパルク田原）
▼～2023年3月31日㈮	たはら巡り～な
　（場所：渥美半島一帯）
▼11月10日㈭	東海七福神	秋の大祭
　（場所：渥美半島一帯）
▼11月13日㈰	実業団対抗駅伝競走大会
　（場所：田原市はなとき通り発着コース）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

▼～11月13日㈰※シャトルバス（3日（木・祝）、5日㈯・6日㈰、12日㈯・13日㈰）	いなぶ紅葉祭り
　大平公園のライトアップ、大平公園へのシャトルバス運行
　（主催：いなぶ観光協会、場所：どんぐり工房から大平公園）
▼11月6日㈰	タカヤド湿地もみじまつり開催（場所：タカヤド湿地）
▼11月11日㈮	WRC「ジャパンコース」、いなぶSS（主催：Rally Japan）

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼11月26日㈯～2023年1月16日㈪	デンパーク	ウィンターフェスティバル	
　クリスマスイルミネーションや花火ショー、フラワーショーやクッキーづくりなどイベント盛りだくさん（主催・

場所：安城産業文化公園デンパーク／安城市赤松町梶1番地）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●11月19日㈯・20日㈰	
　詳細は決まり次第ホームページでお知らせ致します。

▼11月5日㈯・6日㈰※10月11日㈫～受付
中、23日（水・祝）・26日㈯※11月1日㈫応募
受付開始	「レンコン掘り体験」

　大人（中学生以上）1名2，000円、小人（小学
生）1名800円、幼児無料※各日先着20名
様、定員になり次第、受付終了致します。申
込は電話でお願いします。（0567）55-9993

（主催：愛西市観光協会、場所：森川花はす
田（道の駅立田ふれあいの里 東隣））

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●11月1日㈫9：00～（※予定）	開駅記念	大ラジオ体操 集まれ130人、豚汁振舞サービス&オリジナルワッフル特
売会、道の駅ベーカリー&マルシェ新商品販売会、レストランいっぷく地産地消新メニュー登場、開駅13周年
記念切符配布開始（店内にて500円以上購入で1枚進呈）

●11月1日㈫～6日㈰（※予定）	産直大奉仕と秋の新商品登場
●11月5日㈯、19日㈯（※予定）	篠島	魚介販売会
●11月12日㈯・13日㈰（※予定）	秋の収穫祭	西尾市小・中学校学校給食（郷土料理継承、テイクアウト弁当）
●11月23日（水・祝）（※予定）	勤労感謝イベント	えびせん祭り（各社手焼きえびせん）、勤労感謝（1,000円お買上げ

のお客様）、えびせんプレゼント、東三河焼き鳥錦爽どり特売・実演販売会
●11月26日㈯・27日㈰（※予定）	葉物産直大集合	販売会
　三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会 今シーズン最終、1本1本丁寧に焼き上げます。

▼～11月20日㈰※休館日：月曜日（祝日を除く）	一色学びの館企画展「旧石器・縄文時代の西尾」
　市内の遺跡から出土した旧石器～縄文時代のナイフ形石器や縄文土器類、甕棺などを展示
　※観覧無料（場所：一色学びの館／一色町一色東前新田8）
▼～11月27日㈰9：00～17：00※休館日：月曜日（祝日を除く）・第3木曜日	
　岩瀬文庫特別展「愛知県美術館・愛知県陶磁美術館	移動美術館2022	もじもえもじも」
　文字や書物をテーマに、西尾市岩瀬文庫・愛知県美術館・愛知県陶磁美術館の3館のコレクションを展示
　※観覧無料（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480）
▼～11月27日㈰※休館日：月曜日（祝日を除く）	
　西尾市資料館企画展「西尾茶の軌跡150年	茶どころ西尾になるまで」	
　西尾が日本有数の茶どころになるまでの、150年の歩みを紹介※観覧無料（場所：西尾市資料館／錦城町229）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●11月2日㈬	毎月2日は「藤川宿ファン感謝デー」	お買い上げ2,000円以上でガラポンに参加出来ます。

▼～11月6日㈰	オカザえもん10周年芸術祭	
　気軽に文化芸術に親しめる展覧会（場所：図書館交流センターリブラ）
▼～11月27日㈰	BRIOと世界のオモチャ展
　懐かしい玩具との出会い（場所：おかざき世界子ども美術博物館）
▼11月4日㈮～6日㈰	おかざき城下家康公秋祭り 秋空の下ご家族で楽しい一時を（場所：乙川河川緑地 他） 
▼11月5日㈯14：00～	家康行列
　約1.8kmを勇壮な三河武士団が練り歩き（場所：伊賀八幡宮～籠田公園）
▼11月5日㈯・6日㈰	岡崎ジャズストリート2022	有料会場・無料会場有（場所：市内数カ所）

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。
●11月19日㈯～21日㈪	開駅7周年祭	
　スタッフみんなで考えたイベントでお客様をお迎えします。
　※新型コロナウィルスの感染拡大の状況によっては中止する場合があります。

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●11月5日㈯	なつかしいポン菓子実演・振舞	昔ながらの機械で地元黒田米を使って実演振舞

▼11月6日㈰	フェスタinかわげ	かわげ地区のお祭り。河芸地域の子どもたちに、今しか味わえない「体験」を届け
たい！コロナ禍で失われた「つながり」や「絆づくり」で地域を活性化したい！（場所：河芸公民館南側駐車場）

▼11月13日㈰	カムカムフェスタ	津北商工会のイベント。オープニングの10日㈭、23日（水・祝）にはきじはさんの生
演奏、最終日の27日㈰には、Jiroeux（ジロウ）さんのそうぶん竹あかりクロージングライブを実施予定※展示
場所：「祝祭広場」、そうぶんの竹あかり「天と地 つながって」（場所：河芸町民の森公園南側駐車場」）
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⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

●12月3日㈯・4日㈰10：00～15：00	田切の里	越冬野菜市
　地元の農家が丹精込めて作った、越冬野菜・りんごなどをテン

ト販売します。また大好評の三ケ日直送のみかんのバケツ詰
め放題もあります。（場所：店舗前の駐車場）

●12月7日㈬～10日㈯	「冬季味噌まつり」ひかり味噌特別販売会
　地元田切の工場で作った、信州みそ（仕込み味噌）の特別販売

会です。定価の半額近い値段で、ケース単位の販売となります。
約15tの味噌を用意しますが、売切れしだい終了となります。

* * *

⓱モンデウス飛騨位山
TEL.0577-53-2421

●12月24日㈯～2023年3月12日㈰（※予定）	モンデウス飛騨位山
スノーパーク 道の駅の目の前に広がるスキー場
　24日㈯	オープニングデー リフト1日券が1,000円で乗り放題！

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●毎週金曜日	織部特売	お値打ち野菜を大放出
●毎週火曜日13：00～パン工房	全品20円引き
●12月18日㈰	【ガラポンの日】	
　ガラポン抽選会（1等：飛騨牛etc.）※新型コロナウイルス感染

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。

* * *

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●12月3日㈯・4日㈰、10日㈯・11日㈰	
　ラックモリヤマ自然食品販売

▼12月4日㈰※要予約	
　クリスマスランチコンサート
　ハープとフルートのコンサートと、レスト

ランももちどりのランチをお楽しみいた
だく企画（主催：道の駅古今伝授の里や
まと、場所：レストランももちどり）

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●12月～2月	木曜日定休日が水・木曜日定休となります。
* * *

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●12月24日㈯10：00～15：00	クリスマスイブ	イベント	マリにゃんクリスマス	クッキープレゼント
　伊東マリンタウンのイメージ駅長、「マリにゃん」をプリントしたクリスマスデザインのクッキーを先着2,000名

様にプレゼントいたします。開催中のどこかで、マリにゃんも登場しますよ！（主催：伊東マリンタウン）

▼12月4日㈰、18日㈰、24日㈯20：20～20：40	忘年熱海海上花火大会
　熱海の花火の大きな特徴は2つ。一つはフィナーレ「大空中ナイアガラ」、もう一つは「打上げ会場」です。毎開

催フィナーレを飾る「大空中ナイアガラ」は仕掛け花火ではなく、会場全体から打上げるスターマイン。銀色
の花火が夜空を埋め尽くし、真昼のように明るく輝きます。あまりの美しさに瞬きを忘れるほど･･･感動間違
いなしです。※12月24日㈯はめっちゃ大きい！二尺玉（1発）の打上げがあります。

　（主催：熱海市観光協会、場所：熱海湾）
▼12月24日㈯15：00～21：00	とっておき冬花火大会&冬のよさこいソーズラ祭り
　12月の夜空を彩る華やかな花火と、熱狂的なダンスパフォーマンスが競演する「とっておき冬花火大会＆冬

のよさこいソーズラ祭り」。メイン会場となる「なぎさ公園」では約25店が集う「フレンドシップバザール」が
オープン！ 個性的な衣装や振り付けで舞競うよさこいソーズラ踊りが始まると会場周辺は大盛り上がりです。
最後に海上からファンタジックな花火が打ち上げられ、祭りのフィナーレを飾ります。

　（主催：伊東市観光協会、場所：なぎさ公園）

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼12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、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

●12月3日㈯	あいのわふれあいマルシェ
　函南町在住の障がいをお持ちの方々が作ったお野菜・お菓子・

雑貨の販売や作品の展示を行います。
●12月10日㈯	かんなみフェス	
　函南ブランドが盛りだくさん！バターや消臭アロマポットづくり

などの体験コーナーや移動式動物園など大人も子供も楽しめ
るイベントです。 
●12月11日㈰	WaRaUかんなみ
　当駅の恒例イベント。「見て笑い、出て笑い、食べて笑う」をコン

セプトに、誰もが笑顔になれるようなイベントを開催します。
●12月18日㈰	伊豆ブランドの拡大版つきいちマルシェ
　見て笑い、出て笑い、食べて笑うをコンセプトにした人気のマ

ルシェイベント

* * *

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●	12月3日㈯～2023年2月28日㈫9：00～15：00	「雪を楽しもう！」
　雪の日にご来店又はご来店時に雪が降って来たらあたたかい

サービスを行います。「ありがとさま」の合言葉をお忘れなく。
※豊根村で「ありがとうございます。」という意味です。

* * *

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

▼12月下旬	「茶臼山高原スキー場OPEN」
　愛知県内唯一の茶臼山高原スキー場。土日祝日はスキーのみなので、お子様連れのファミリースキーやビギ

ナーにもってこいのゲレンデです。そり専用ゲレンデや雪あそび場のほか、動く歩道「ベルコン」も大人気♪
（主催：茶臼山高原協会、場所：茶臼山高原）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●12月10日㈯	めっくんマルシェ
* * *

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼～2023年1月16日㈪	
　デンパーク	ウィンターフェスティバル
　クリス マスイルミネ ーション や 花 火

ショー、フラワーショーやクッキーづくり
などイベント盛りだくさん

　（主催・場所：安城産業文化公園デンパー
ク／愛知県安城市赤松町梶1番地）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●12月3日㈯（※予定）	篠島	魚介販売会
●12月3日㈯・4日㈰（※予定）	今が「旬」いちごフェア
●12月9日㈯～	年末年始フェアー開催	地元の旬をご用意しています。※年末・年始休まず営業しています。
●12月10日㈯・11日㈰（※予定）地元西尾産のお米で作ったおいしい餅振舞いサービス
　ミニ北海道物産展（豊頃、東北、北陸）
●12月10日㈯～13日㈬	ご縁イベント
●12月17日㈯（※予定）	年末・年始フェアースタート、篠島魚介販売会
●12月18日㈰（※予定）	西尾名産品新商品	発表会
　10：00～13：00	お披露目・試食販売会
●12月24日㈯・25日㈰（※予定）	地元人気パティシエが作るオカヤス 
　クリスマスケーキ販売会（12月1日㈭より予約承ります）
●12月25日㈪～28日㈭（※予定）	旬な果物販売、仏花・切花販売	産直大奉仕
●12月23日㈯～	お正月用商品、帰省のお手土産に地元名産品勢ぞろい	お手土産フェアー

▼12月3日㈯～2022年3月5日㈰9：00～17：00※休館日：月曜日（祝日を除く）・第3木曜日・年末年始	
　岩瀬文庫企画展「古城－失われた城の記録－」	江戸時代の書物に登場する古城・城跡を様々な角度から紹介

※観覧無料（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480）
▼12月4日㈰10：00～14：00	西尾市環境イベント「環境Wave21」
　リサイクル作品講習会、環境応援ステージ、フリーマーケットなど（お問い合せ先：環境業務課（クリーンセン

ター）／（0563）34-8112、場所：西尾市クリーンセンター、ホワイトウェイブ21）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●12月2日㈮	毎月2日は「藤川宿ファン感謝デー」
　お買い上げ2 000円以上でガラポンに参加出来ます。	
●12月4日㈰	道の駅藤川宿10周年記念祭
　お陰様で道の駅開駅10周年！ 大抽選会を開催します。	
●12月8日㈭～11日㈰	クリスマスセール	産直コーナにてお米

10kgお買い上げごとに鉢花または金券をプレゼント
●12月23日㈮～25日㈰	歳末福引抽選会
　産直コーナにて1,000円以上お買い上げの方に抽選補助券を1

枚プレゼント。3枚で抽選会に参加出来ます。

▼12月3日㈯開演15：00～	
　アンサンブル天下統一	ゴルトベルク変奏
曲（場所：岡崎市シビックセンター コロ
ネット）	  

▼12月4日㈰開演14：30～	 	
　第30回岡崎市民クラッシックコンサート
　（場所：岡崎市民会館 あおいホール）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●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 多肉植物や手作り雑貨なども並びます。 * * *

⓬伊勢志摩
TEL.0599-56-2201

▼12月4日㈰	「第9回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」
　（主催：伊勢志摩サイクリングフェスティバル実行委員会、
　  場所：志摩スペイン村 http://www.iseshima-cycling.jp/）

⓮あやま
TEL.0595-43-9955

●12月4日㈰	健康増進イベント
* * *

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●毎週土・日曜日	揚げたて津ぎょうざ販売	1個180円	
●12月24日㈯	福袋販売	大変お得な詰め合わせ（数量限定）、おぼろタオル・富士コーヒー・下津醤油・山二醸酢
●12月26日㈪～	仏花	墓花販売場所拡張 店頭特設テント
　年末年始（お正月） 地元の食材で新年をお迎え
●12月27日㈫～30日㈮	年末感謝抽選会 1等：黒田米、2等：地元お野菜　からくじなし
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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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