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❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●9月26日㈰9：30～15：00（毎月第4日曜日） 道の駅フェスタ
　毎月第4日曜日に「道の駅フェスタ」を開催しています。地元

の方による「五平餅」「和菓子」「手作り雑貨」のお店をはじめ
「コーヒー」「川魚の塩焼き」などのキッチンカーも出店を

予定しています。

⓫星のふる里ふじはし
TEL.0585-52-2020

●9月23日（木・祝） 【ほしふる☆フェス】
　 道の駅にステキなお店が大集結のマルシェを開催します！ 
　※詳細はインスタ hoshifuru_fes で検索！ 
　※荒天・新型コロナウィルス感染拡大状況により中止の場合有

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●9月18日㈯～20日（月・祝）（※雨天中止） 中庭ライブ
　道の駅中庭エリアで、楽しいライブを開催予定。毎日出演者

が変わります。※観覧は無料

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

●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6日㈪、13日㈪、21日㈫、27日㈪ 休館日
●9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。
●9月12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20日（月・祝）、22日㈬～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！

㊼宙ドーム・神岡
TEL.0578-82-6777

●～11月30日㈫11：00～15：00（水曜日は休館日となります） 
　謎解きイベント 
　スカイドーム神岡探偵団入団試験を開催試験に合格して合

格証を手に入れよう！！ 合格証のナンバーから8月・10月・11
月の3回抽選で素敵プレゼントが当たります。※有料

* * *

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

●9月1日㈬10：00～12：00 明治安田生命健活プロジェクト
　・骨密度検査、血管年齢検査、血圧測定

▼9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）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

▼～9月30日㈭19：45～（鹿の観察会と合わせて30分程度） 【天の川見つけた】
　天の川が1年のうちで最もよく見える夏に、天の川に関する疑問を解き明かすプログラムです。スタッフ

による天の川の解説が動画付きで開催されます。（場所：休暇村茶臼山高原）
　※新型コロナ感染拡大防止の為、実施を見合わせることがあります。
▼～11月7日㈰ 【とよね里山スタンプラリー】
　好きな施設でスタンプ獲得条件をクリアし、ポンタのスタンプを3コ集めて応募してね。抽選で村内の特

産品やペア宿泊券など、豪華賞品をプレゼント！※お1人様1施設1スタンプでお願いします。
　（場所：村内の行楽施設20カ所）
▼9月12日㈰、10月10日㈰、24日㈰各回10：00～ 【親子で楽しむ森の教室】
　森林の役割を学習しながら花台やモルック競技のスキットル作りにチャレンジ！ 参加者全員キーホルダー

も作ります。※開催日の10日前までに豊根村観光協会へ要事前申込（場所：グリーンステージ花の木）
▼9月18日㈯～11月7日㈰ 【2021 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。（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㈫ GOGOサイクルスタンプラリー 
　自転車で渥美半島を周遊しながらチェックポイントを巡る

スタンプラリー

▼9月12日㈰ トライアスロン伊良湖大会
　（場所：伊良湖港緑地公園）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●毎月第1・第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・第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。

●9月20日（月・祝）～23日（木・祝）（作品募集～9月15日㈬） 
　9月20日敬老の日に絵葉書の展示を行います。その絵葉書を9

月16日㈭までご来館頂いたお子さまにお書きいただき、展示
後お送りさせていただきます。ご来館をお待ちしております。

●9月25日㈯ 新米フェア 地域特産のお米「ミネアサヒ」の新米
販売を開始いたします。地元で大切に育てられたお米をぜ
ひご堪能ください。

* * *

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼9月18日㈯～11月3日（水・祝） 
　デンパーク「秋穫祭（しゅうかくさい）」
　秋の花が咲き誇るデンパークの秋のイ

ベント。ハロウィンをテーマにしたフラ
ワーショーやパンやクッキーなどの体
験教室にステージショーなどイベント
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番地）

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●9月4日㈯・5日㈰ 豊水梨店頭販売
●9月11日㈯・12日㈰ 新米セール * * *

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●9月4日㈯・5日㈰ 名産品フェア
●9月11日㈯・12日㈰ 収穫祭（食欲の秋・秋祭り）
●9月18日㈯～20日（月・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24日㈮ 毎月24日はポイント2倍デー

▼～12月28日㈫9：00～17：00開館（休館
日：月曜日（祝日を除く）） 

　尾﨑士郎記念館企画展「三河出身の作
家との交流-佐々木味津三と筒井敏雄-」

　『人生劇場』で一世を風靡した作家・尾﨑
士郎（吉良町出身）と、同郷の誼で親しく
交流した二人の作家を紹介 ※観覧料／
200円（中学生以下は無料）（場所：尾﨑
士郎記念館／吉良町萩原大道通18-1）

▼9月4日㈯～11月28日㈰9：00～17：00
開館（休館日：月曜日（祝日を除く）） 

　岩瀬文庫企画展「ものがたりの系譜」
　室町時代に現れた華麗なお伽草子絵

巻から、江戸時代の庶民が楽しんだ黄
表紙や読本などの絵入り小説まで、そ
れぞれの時代や読者層を背景に誕生
し、人々を魅了してきた”ものがたり”の
系譜を紹介 ※観覧無料（場所：西尾市
岩瀬文庫／亀沢町480）

▼9月11日㈯～11月7日㈰（休館日：月曜日
（祝日を除く）） 

　一色学びの館企画展「戦国・近世の西尾」
　市内の遺跡から出土した戦国時代～江

戸時代の資料を展示 ※観覧無料
　（場所：一色学びの館／一色町一色東前新田8）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●9月2日㈭ 毎月2日は藤川宿ファン感謝デー ガラポンで岡崎
の駒立ぶどうのセットなど素敵な景品が当たります。

●9月9日㈭～12日㈰ 新米セール
　岡崎産コシヒカリ、ミネアサヒなどおいしいお米がいっぱい
●9月19日㈰～25日㈯ 彼岸切花セール 
　菊、仏花、枝物などお値打ちに販売

▼～9月5日㈰ 空想特撮大作戦ウルトラマン
と夢見る未来（場所：岡崎市美術博物館）

▼～9月26日㈰ 「水木しげる魂の漫画展」
　（場所：岡崎市美術博物館）
▼～9月30日㈭ おかざきかき氷街道
　（場所：市内 県道37号線周辺）
▼～10月10日㈰頃 岡崎駒立ぶどう狩り
　（場所：駒立町各地）
▼9月4日㈯～11月14日㈰ 江戸時代の治安

維持（場所：三河武士のやかた家康館）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 
　軽トラ市 こだわりの小物やデザート等いろいろなお店が並びます。
　フリーマーケット フィギュアや雑貨、手作り小物が並びます。

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●毎週金曜日 ワンドリンクサービスデー セットメニューご注文の方
●9月4日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売
●9月17日㈯～30日㈭ 写真展「アサギマダラの産卵から羽化まで」 * * *

⓫関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売

　　

伊豆のへそ

うすずみ桜の里・ねお

美濃白川

関宿

にしお岡ノ山

もっくる新城

古今伝授の里やまと

藤川宿

デンパーク安城
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❸奈良井木曽の大橋
TEL.0263-52-0280（塩尻市役所）

▼10月中 木曽漆器祭 
　平日は月間として営業します。土・日

曜・祝日は月間中でもより多くのお店
が開店します。木曽漆器の魅力をより
深く知っていただく機会となります。

（場所：塩尻市楢川地区）
　※今後の新型コロナウィルス感染症の状

況により、中止となる可能性があります。

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

▼10月23日㈯（※予定）10：00～15：00 
　豊丘オクトーバーフェスト（詳細未定）
　（主催：豊丘村フルーツエール開発実行委員会（道の駅南信

州とよおかマルシェ）、場所：道の駅南信州とよおかマルシェ）

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●10月24日㈰9：30～15：00 
　毎月第4日曜日に開催している「道の駅フェスタ」を「道の駅オータムフェスタ」として開催します。
　地元の方による「五平餅」「和菓子」「手作り雑貨」のお店をはじめ「コーヒー」「川魚の塩焼き」などのキッ

チンカーの出店、特産品などが当たる抽選会も予定しています。また、「ベジチェック」「血管年齢測定」
などの健康増進イベント（参加者プレゼントあり）を同時開催予定です。

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●10月4日㈪～8日㈮ 「やまと温泉やすらぎ館」は、機械設備修繕工事のため休館となります。
●10月23日㈯・24日㈰ 盆栽と山野草展示会

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

●毎週金曜日 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4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪ 休館日
●10月9日㈯・10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19日㈫～23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！

㊼宙ドーム・神岡
TEL.0578-82-6777

●～11月30日㈫11：00～15：00（水曜日は休館日となります） 
　謎解きイベント 
　スカイドーム神岡探偵団入団試験を開催試験に合格して合

格証を手に入れよう！！ 合格証のナンバーから8月・10月・11
月の3回抽選で素敵プレゼントが当たります。※有料

❹宇津ノ谷峠（藤枝側）
TEL.054-667-5080

▼10月2日㈯～31日㈰期間中の土・日曜日 
　かしばやの竹あかり
　（場所：岡部宿大旅籠柏屋）
▼10月中旬 玉露の里観月茶会
　（場所：玉露の里）

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630 * * *

▼10月10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、開催場
所：伊豆長岡温泉南山荘前）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●10月18日㈪19：30～（※10月15日㈮までに電話にて要事前申込）
　【お月見どろぼう出没！可愛いどろぼう全員集合！】
　昔ながらの村の行事。十三夜の夜お供えの芋や豆を子ども達がこっそりどろぼうして食べます。子ども達

の好きな物をお供えします。※対象年齢：3歳以上、小学6年生まで、参加費無料

▼～11月7日㈰ 【とよね里山スタンプラリー】
　好きな施設でスタンプ獲得条件をクリアし、ポンタのスタンプを3コ集めて応募してね。抽選で村内の特産品やペア

宿泊券など、豪華賞品をプレゼント！※お1人様1施設1スタンプでお願いします。（場所：村内の行楽施設20カ所）
▼10月10日㈰ 【第9回 いも煮会 in茶臼山高原】
　豊根村は標高が高く寒暖差があるため、野菜が美味しいと評判です。2ｍの大鍋で作るほくほくの里芋

を使った芋煮を茶臼山高原の紅葉に合わせて、ぜひお楽しみください。（場所：茶臼山高原）
▼10月10日㈰、24日㈰各回10：00～ 【親子で楽しむ森の教室】
　森林の役割を学習しながら花台やモルック競技のスキットル作りにチャレンジ！ 参加者全員キーホルダー

も作ります。※開催日の10日前までに豊根村観光協会へ要事前申込（場所：グリーンステージ花の木）
▼10月24日㈰10：00集合（※10月20日㈬までに要事前申込） 【菊芋掘り体験】
　低糖食材として話題の菊芋の収穫体験です。約1時間の採り放題です。菊芋は、漬物にも煮物、ポタージュ

などどんなお料理にも使えます。ご家族、お仲間、皆さんでお越しください。スコップ・大きな袋をご用意く
ださい。（場所：三沢高原いこいの里）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

▼10月9日㈯ オフロードトライアスロンin田原
　（場所：白谷海浜公園）
▼10月10日㈰ 展望台まつり
　（場所：蔵王山展望台）
▼10月29日㈮～11月8日㈪ 菊花大会
　（場所：サンテパルクたはら）

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・第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・第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。

●10月26日㈬（毎月26日） 「風呂の日」 毎月26日、どんぐりの湯では、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。

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111 * * *

▼～11月3日（水・祝） 
　デンパーク「秋穫祭（しゅうかくさい）」
　秋の花が咲き誇るデンパークの秋のイベ

ント。ハロウィンをテーマにしたフラワー
ショーやパンやクッキーなどの体験教室
にステージショー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番地）

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●10月2日㈯・3日㈰ 筆柿まつり

* * *

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●10月2日㈯・3日㈰ 秋の収穫祭 地元産直充実販売
●10月24日㈰ 毎月24日はポイント2倍デー

▼～11月28日㈰9：00～17：00開館（休館日：月曜日（祝日を除く）） 岩瀬文庫企画展「ものがたりの系譜」
　室町時代に現れた華麗なお伽草子絵巻から、江戸時代の庶民が楽しんだ黄表紙や読本などの絵入り小

説まで、それぞれの時代や読者層を背景に誕生し、人々を魅了してきた”ものがたり”の系譜を紹介。※
観覧無料（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480）

▼～11月7日㈰（休館日：月曜日（祝日を除く）） 一色学びの館企画展「戦国・近世の西尾」
　市内の遺跡から出土した戦国時代～江戸時代の資料を展示。※観覧無料（場所：一色学びの館／一色

町一色東前新田8）
▼～12月28日㈫9：00～17：00開館（休館日：月曜日（祝日を除く）） 
　尾﨑士郎記念館企画展「三河出身の作家との交流-佐々木味津三と筒井敏雄-」
　『人生劇場』で一世を風靡した作家・尾﨑士郎（吉良町出身）と、同郷の誼で親しく交流した二人の作家

を紹介。※観覧料／200円（中学生以下は無料）（場所：尾﨑士郎記念館／吉良町萩原大道通18-1）
▼10月16日㈯ ドラゴンキング☆ストリート・西尾の抹茶の日（同時開催）
　・催し物／10：00～20：00　・イルミネーション／17：00～21：00
　西尾城二之丸丑寅櫓見学会、西尾の抹茶づくしの催し物、マルシェ、イルミネーション、プロジェクション

マッピング、ジャズコンサートなど（場所：西尾市歴史公園）
▼10月29日㈮～31日㈰9：00～17：00（31日㈰は～16：30、表彰式は31日㈰14：30～） 第61回西尾市美術展
 　市内外から応募いただいた美術作品を展示（場所：西尾市文化会館）
▼10月30日㈯・31日㈰ 第16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
　※西尾市岩瀬文庫「にしお本まつり」ホームページ 
　https://iwasebunko.jp/event/nishiobookfes/

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●10月2日㈯（毎月2日） 藤川宿ファン感謝デー
　ガラポンで素敵な景品が当たります。
●10月16日㈯・17日㈰ 秋の味覚ハロウィンフェスタ 
　ウォーターロールや手作り雑貨市、ジャンボかぼちゃの重量

当てクイズなど、新しいイベントを開催

▼～10月頃 岡崎鮎めし街道
　（場所：市内 県道37号線周辺）
▼～10月10日㈰頃 岡崎駒立ぶどう狩り
　（場所：駒立町各地）
▼～10月24日㈰ 岡崎戦国謎解きゲーム
　（場所：岡崎公園）
▼～11月14日㈰ 江戸時代の治安維持
　（場所：三河武士のやかた家康館）

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●毎週金曜日 ワンドリンクサービスデー 
　セットメニューご注文の方
●10月2日㈯10：00～ 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売

⓫関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売
* * *
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南信州とよおかマルシェ

宙ドーム・神岡

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。

茶倉駅

田原めっくんはうす

筆柿の里・幸田

宇津ノ谷峠（藤枝側）

奈良井木曽の大橋


