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❺信濃路下條
TEL.0260-27-1151

●3月26日㈰10：00～14：00
　『道の駅お客様感謝デー2023』
　ローカルヒーローショー・そばの早食い競争・シンガーソング

ライター「でこ」・餅投げ・うまいもの館・農産物大安売り etc

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●3月18日㈯・19日㈰ 
　かあちゃんの味即売会「かあちゃんマルシェ」
　五平餅、あんころもちなどの販売
●3月18日㈯～20日㈪  トム&コモ太による猿回し

⓳夢さんさん谷汲
TEL.0585-56-3750 * * *

▼3月17日㈮～4月9日㈰18：00～21：00
　竹のぬくもり イルミネーション2023
　谷汲山華厳寺は798年に創建された歴

史ある満願礼所、その境内を彩る竹の
ぬくもりのイルミネーション（場所：谷汲
山華厳寺境内）

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●3月8日㈬～10日㈮ やまと温泉やすらぎ館 
　機械設備更新の為、臨時休館。 
●3月20日㈪ 鶏ちゃんの日 
　毎月20日は鶏ちゃんの日。お得に鶏ちゃんをお買い求めいた

だけます。 
●3月23日㈭ レストランおがたま モーニングのみ営業
　※ランチ以降団体様貸切  
●3月25日㈯・26日㈰9：00～16：00 ご当地犬まつり＠郡上
　※入場無料 
●3月26日㈰ 風呂の日 毎月26日は風呂の日。お得にお風呂や

温泉のレストランが楽しめます。

▼～4月2日㈰ 古今和歌集の草花展&古今
伝授の里の雛まつり

　今年のテーマは「菊・紅葉」です。布、
パッチワーク、書など、さまざまな分野
の作品のコラボレーションと、大きなガ
ラス越しの早春の風景との調和が素敵
です。※入場無料（場所：古今伝授の里
フィールドミュージアム）

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●3月18日㈯ 美濃白川星空シネマ2023
　（場所：芝生の広場特設会場） * * *

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●3月1日㈬～10日㈯ 韓国ミニフェア
●3月3日㈮～13日㈪ 北海道うまいっしょ市 
●3月12日㈰、21日（火・祝） ドリームハンドメイドのマルシェイベント
●3月18日㈯ コレクトフリーマルシェのマルシェイベント
●3月19日㈰ つながるマーケットのマルシェイベント

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼3月5日㈰10：00～15：00 手作りマーケットvol.6 
　ハンドメイド雑貨の販売や、引き馬・餌やり体験。また、当日プリンセス・プリンスの仮装した来場者にプレゼ

ントあり※先着100名様（主催：ひとづなぎ伊豆の国、場所：韮山反射炉ガイダンスセンター芝生広場） 
▼3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）
▼3月13日㈪～19日㈰10：00～16：00（最終日は～15：00） 花咲く伊豆の国フェア2023in韮山反射炉
　18日㈯・19日㈰ キッチンカーの出店あり
　花壇、寄せ植えコンテナ、ハンギングバスケットなどの花篝の展示（主催：花咲く伊豆の国推進協議会、場

所：韮山反射炉 芝生広場）

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●3月4日㈯ マモリくんグリーティングイベント
　当施設マスコットキャラクターのマモリくんが登場します。ぜ

ひ会いに来てね！
●3月18日㈯～4月9日㈰ 
　ハレノヒサイクルノベルティプレゼントキャンペーン 
　レンタサイクルサービス・ハレノヒサイクルのご利用で道の

駅伊豆ゲートウェイ函南のノベルティをプレゼント！
●3月19日㈰ 伊豆ブランドのつきいちマルシェ 伊豆の魅力と地

元生産者の熱い想いがつまった商品が並びます。 
●3月26日㈰ マモリくんグリーティングイベント 
　当施設マスコットキャラクターのマモリくんが登場します。ぜ

ひ会いに来てね！

▼3月4日㈯※事前予約制
　ノルディックウォーキング 川の駅伊豆

ゲートウェイ函南をスタート・ゴール地
点にして、「かんなみの桜」を見ながら
約11kmのコースを散策していただけ
ます。参加希望の方はお早めにご応募
ください。（主催：函南町観光協会）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●3月3日㈮～4月3日㈪9：00～16：00※定休日：水曜日 
　「道の駅ひなまつり」 懐かしい土雛を飾ります。子供から大人

までどうぞ。皆さんのお越しをお待ちしています。※閲覧無料

▼～3月中旬※積雪状況により変動あり 
「茶臼山高原スキー場オープン中」 初心

者やファミリーにおススメのコース。平
日にはお得なサービスもあるので要
チェック！（場所：茶臼山高原スキー場）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●～4月3日㈪ 豊田市から直通している「快速いなぶ」に乗って
お越しの方にどんぐりの湯「入浴券」&どんぐり工房で「梅
ジュース」プレゼント

●3月14日㈫ ホワイトDAY 
　女性のご入浴者様先着100名様にお菓子のプレゼント

▼～4月3日㈪ 中馬のお雛様 フォトラリー
　（お問い合わせ先：どんぐり工房 0565-

83-3838、場所：駅周辺）
　中馬のお雛様「街中での仕事びな、守り

びな」（場所：駅周辺）

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼3月18日㈯～5月7日㈰ デンパーク フラワーフェスティバル
　春の花咲く園内でステージショーやイースターイベントを開催。各種体験教室や春限定グルメなどイベン

ト盛りだくさん（主催：安城産業文化公園デンパーク、場所：愛知県安城市赤松町梶1）

❾つくで手作り村
TEL.0536-37-2772

●3月21日（火・祝） 歴史探訪 ～歴史の小道 作手・亀山城と古宮城の巻～ 
　奥平氏出世の足掛り「作手・亀山城」と武田信玄の築いた古宮城を作手在住の歴史ナビゲータがご案内す

るシリーズ第1回。
●3月26日㈰ 模型鉄道定例走行会

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●3月1日㈬～21日（火・祝） いちごフェアー開催 地元産直いちご大特価、いちご関連和洋菓子販売
●3月4日㈯（毎月第1土曜日） 西尾おもちゃ病院開院 簡単なおもちゃ修理で！
●3月4日㈯・5日㈰  春本番 あったか祭り 豚汁振舞サービス、地元名産品 新商品発売
●3月18日㈯・19日㈰ 味の老舗 青山 いか姿焼き実演販売
●3月18日㈯～21日（火・祝） 春のお彼岸フェア 仏花・切花、和菓子 充実販売、手焼きえびせん 富士見屋 即売会
●3月24日㈮（毎月24日） にしお岡ノ山の日 地元名産品がもらえるポイント2倍デー 
　500円で1ポイント20ポイントで地元名産品を進呈
●3月25日㈯・26日㈰ 春爛漫岡ノ山まつり
　三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会 今シーズン初 備長炭で焼く本格地焼き蒲焼、杉山商店
　西尾の抹茶PR会 呈茶会、3,000円お買い上げレシートでいっぷく無料

▼3月18日㈯～4月9日㈰ 西尾六万石桜まつり
　（場所：西尾駅西みどり川周辺、お問い合わせ先：西尾観光案内所 0563-57-7840）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●3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。
●3月17日㈮～19日㈰ 
　お彼岸用切花店頭販売

▼～3月12日㈰ 旧本多忠次郎邸のひな祭り
　昭和の洋館の旧本多忠次郎邸にてお

雛様を飾ります。
▼3月25日㈯・26日㈰10：00～15：00 
　南公園はるフェスタ なぞなぞクイズラ

リー、キッチンカー出店など
　26日㈰ みなどん生誕祭

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 たこやきやクレープなど、いろいろなお店が並びます。
　フリーマーケット 雑貨やフィギュア、手作り小物などお気に入りが見つかるかも。 
●3月19日㈰～21日（火・祝） 開駅8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。
　牡蠣フェア 三重県浦村の牡蠣や牡蠣の関連商品、牡蠣メニューを販売します。

⓲したら
TEL.0536-63-0120

●3月26日㈰10：00～16：00 森林（もり）Fes in SHITARA
　自然や森林、木材とのふれあいを通じて森林の大切さを学

び、アウトドアや自然体験を楽しむイベントです。 * * *

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ッシュ1箱をプレゼント！
●～3月7日㈫ 【展示】第20回 高橋みゆきリフォーム教室作品展　●～3月9日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー
●～3月14日㈫ 【展示】（波瀬駅）第2回 高橋みゆきリフォーム教室作品展 
●～3月27日㈪ ［レストラン］『3月の松花堂弁当』
●～4月17日㈪ 【展示】（飯高茶屋）宇宙（そら）で奏でる点描曼荼羅画展 
●3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9日㈭～28日㈫ 【展示】第11回 山本長（まさる）絵画作品展
●3月10日㈮～6月8日㈭ ［レストラン］春限定メニュー
●3月16日㈭～5月16日㈫ 【展示】（波瀬駅）飯高公民館 作品展
●3月28日㈫～4月24日㈪ ［レストラン］『4月の松花堂弁当』
●3月30日㈭～4月25日㈫ 【展示】第12回 万遊書道会 作品展

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●3月4日㈯10：00～ 茶倉朝市 
　地元農家さんによる野菜販売※餅付き大会あり

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●3月2日㈭ よっちゃんキムチセット 販売
　津のローカルフード※数量限定
●3月9日㈭ ポン菓子詰め放題 100円で袋いっぱい詰めてね！ 
●3月10日㈮ とんかつの日 
　レストラン 200円引き（通常1,000円→800円）
●3月24日㈮ 津市の日 ポイント2倍 
　通常500円で1ポイントのところ2ポイント 
●3月25日㈯ ベイクの日 オリジナル揚げパン販売  
　うまい！安い！おおきい！※数量限定 

▼～3月26日㈰ 梅まつり
　（場所：かざはやの里（福祉と環境を融

合した花園））
▼3月5日㈰ 津城復元ライブ
　（場所；津リージョンプラザお城ホール）
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 ⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

▼4月上旬～中旬※夕方～22：00 ライトアップ
　当駅隣の藤巻川の桜並木が満開（1kmに100本）

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●4月22日㈯・23日㈰ 道の駅周年祭
　内容の詳細はHPにて随時公開
　https://toyooka-marche.jp/

●4月22日㈯～24日㈪  トム&コモ太による猿回し

▼4月20日㈭頃～ 
　たけのこ狩り
　（主催：とよおか旅時間、場所：園内）

⓳夢さんさん谷汲
TEL.0585-56-3750

▼4月2日㈰ さくら祭り（場所：町営駐車場）

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●4月8日㈯ 桜ウォーク&ノルディックウォーク
　毎年好評のイベント。大和町内の多く桜の名所を楽しみなが

らウォーキングします。
●4月20日㈭ 鶏ちゃんの日
　毎月20日は鶏ちゃんの日。お得に鶏ちゃんをお買い求めいた

だけます。
●4月22日㈯・23日㈰ とんぼ玉展示販売
　お手頃なものから、本格的な立体江戸花とんぼの展示販売

を行います。
●4月26日㈬ 風呂の日 毎月26日は風呂の日。お得にお風呂や

温泉のレストランが楽しめます。

▼4月23日㈰※完全予約制
　春に聴きたい名曲を集めて～二胡と

ハープ レストランももちどり ランチ付
きコンサート。春風景を楽しみながら、
素敵なお時間をお過ごしください。※
料金：7,400円（予約先：道の駅古今伝
授の里やまと 0575-88-2525、場所：古
今伝授の里フィールドミュージアム内
レストランももちどり）

㊶夜叉ヶ池の里さかうち
TEL.0585-53-2262

●4月15日㈯11：00～15：00※雨天決行、荒天中止
　第6回 さかうちマルシェ開催
　自然いっぱいに囲まれた「さかうち」でしか出来ないマルシェ

♪キッチンカーや雑貨などの物販、体験イベントも盛りだくさ
んです！是非遊びに来てください。

　専用のインスタもチェックお願いします☆彡
　＠sakauchimarche

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●4月23日㈰ マス釣り・つかみサービスDAY
　通常価格より500円オフで、マス釣りやマスつかみが楽しめ

るお得なサービスイベントです。
●4月29日（土・祝）～5月7日㈰ マス釣りサービスイベント
　GWは毎日イベント価格でマス釣りをお楽しみいただけます。

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●4月1日㈯・2日㈰ ドリームハンドメイドのマルシェイベント
●4月9日㈰、15日㈯ つながるマーケットのマルシェイベント
●4月22日㈯・23日㈰ にじいろクラフトマルシェのマルシェイベント
●4月28日㈮～ 九州うまか市

* * *

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼4月9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

●4月9日㈰ マモリくんグリーティングイベント
　当施設マスコットキャラクターのマモリくんが登場します。ぜ

ひ会いに来てね！ * * *

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●4月15日㈯・16日㈰9：00～17：00 「道の駅春まつり」
　おったまげ市場開催。びっくりしたり笑ったりお買い得なもの

もありますよ。是非お越しください。

▼4月23日㈰、29日（土･祝）・30日㈰※要予約
　「春の山菜を天ぷらや草もちにして食べ

よう」 春の野山を散策しながら山菜とり
を楽しみ、天ぷらや草もちにして食べま
す。炭焼きバーベキューの昼食後、竹細
工や木工体験をします。巨大迷路の入
園料も含みます。※料金：大人4,000円、
3才以上小学生以下1,800円

　（場所：グリーンステージ花の木）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●～4月3日㈪ 豊田市から直通している「快速いなぶ」に乗って
お越しの方にどんぐりの湯「入浴券」&どんぐり工房で「梅
ジュース」プレゼント

▼～4月3日㈪ 中馬のお雛様 フォトラリー
　（お問い合わせ先：どんぐり工房 0565-

83-3838、場所：駅周辺）
　中馬のお雛様「街中での仕事びな、守り

びな」（場所：駅周辺）
▼4月1日㈯・2日㈰ 雛マルシェ
　内容はお楽しみ！（お問い合わせ先：ど

んぐり工房 0565-83-3838、場所：駅周
辺）

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●4月2日㈰ 開駅14周年祭 野菜たっぷり汁無料配布
●4月8日㈯ 幸田しだれ桜まつり 出店 
●4月15日㈯・16日㈰ たけのこまつり 
　茹でたてたけのこ試食販売 
※無料配布や試食はコロナウィルス感染状況により、中止又は

変更の可能性があります。

▼4月1日㈯～17日㈪
　幸田しだれ桜まつり
　（場所：幸田文化公園）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●4月1日㈯ エイプリールフール フェア開催
　西尾おもちゃ病院 簡単なおもちゃ修理！
●4月2日㈰ 琴伝流大正琴演奏会開催 
●4月8日㈯・9日㈰ 産直大奉仕イベント開催 豚汁振舞サービス 
●4月15日㈯・16日㈰ 一色えびせんべい組合を代表して 味の老舗 青山 いか姿焼き実演販売会&手焼きせん

べい即売会開催 
●4月22日㈯・23日㈰ 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会 
　焼きたて最高（備長炭で焼く本格地焼き蒲焼、杉山商店）
●4月24日㈪（毎月24日） にしお岡ノ山の日 地元名産品がもらえるポイント2倍デー 
　500円で1ポイント20ポイントで地元名産品を進呈
●4月29日（土・祝）～ ゴールデンウイークフェア開催 西尾名産品多数品揃え、店頭、店内充実販売
　西尾の抹茶PR販売会 レストランいっぷく呈茶会

▼～4月9日㈰ 西尾六万石桜まつり
　（場所：西尾駅西みどり川周辺、お問い合わせ先：西尾観光案内所 0563-57-7840）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●4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。 
●4月15日㈯・16日㈰ 春のわくわくフェスタ ドックラン、カレーパンフェスなど楽しいイベントが盛りたくさん。

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 軽トラ市 スナックや電子タバコなど、いろいろなお店が並びます。
　フリーマーケット 多肉植物の寄せ植えや手作りアクセサリー、いろいろなお店が並びます。
●4月7日㈮～9日㈰ いちごフェア 美味しいいちごやいちごの関連商品、いちごメニューを販売します。

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ッシュ1箱をプレゼント！
●～4月17日㈪ 
　【展示】（飯高茶屋）宇宙（そら）で奏でる点描曼荼羅画展
●～4月24日㈪ ［レストラン］『4月の松花堂弁当』 
●～4月25日㈫ 【展示】第12回 万遊書道会 作品展
●～5月16日㈫ 【展示】（波瀬駅）飯高公民館 作品展
●～6月8日㈭ ［レストラン］春限定メニュー
●4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20日㈭～6月19日㈪ 
　【展示】（飯高茶屋）第4回 Lemon T イラスト展
●4月25日㈫～5月22日㈪ ［レストラン］『5月の松花堂弁当』
●4月27日㈭～5月30日㈫ 
　【展示】第11回 飯南公民館水墨画教室作品展

* * *

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●4月24日㈪（4月22日㈯～24日㈪） 開駅7周年
　お買い得商品満載、来駅記念品 抽選会等  々企画中 
●4月10日㈪ とんかつの日 
　レストラン 200円引き（通常1,000円→800円） 
●4月24日㈪ 津市の日 ポイント2倍
　通常500円で1ポイントのところ2ポイント
●4月25日㈫ ベイクの日 オリジナルドッグ 販売 
　コスパ最高※数量限定

▼4月2日 ㈰ 君ヶ野ダム公園桜まつり
　（場所：君ヶ野ダム公）
▼4月9日㈰ 榊原温泉さくら祭り
　（場所：湯の瀬イベント広場・駐車場）

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 2023.3

中部「道の駅」
イラストマップは
◀こちら

全国「道の駅」連絡会全国「道の駅」連絡会

公式ホームページ
はコチラ!!　　

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。

どんぐりの里いなぶ

豊根グリーンポート宮嶋

伊豆のへそ

夜叉ヶ池の里さかうち

夢さんさん谷汲
にしお岡ノ山

津かわげ

筆柿の里・幸田田切の里

清流白川 クオーレの里


