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❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●～11月7日㈰ フェアトレード&エコロジー展 展示即売
●11月9日㈫～21日㈰ 地元産洋ラン・シクラメン展示即売会

�織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

●富有柿は甘みが強く、肉厚で果肉がやわらかいのが特徴。 
本巣市の特産品「富有柿」を販売！ 贈答用に（平箱）の発送も
承ります。

●柿肉のたれ・富有柿ジャム・富有柿寒天ゼリーと富有柿4個
がセットになった柿ギフトを新発売（2,700円（税込））

●ファストフード 当駅オリジナル富有柿のペーストとジャムを
練りこんだ「富有柿ソフト」を販売中♥（400円（税込））

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●～11月7日㈰ 感謝祭～まめなかな～ 
　楽しくおしゃべりするたったそれだけのことかもしれませんが大切な時間道の駅古今伝授の里やまとは

そんな時間を過ごしていただける場所でありたいと考えています。今年は「まめなかな」をテーマにイ
ベントを1カ月あまりにわたり開催します。こんな時期なのでささやかなイベントですが楽しんで頂けた
ら幸いです。※各店舗でのお楽しみイベントをご用意しております。※期間中お買い物やお食事金額に
あわせて、オリジナル宝くじの配布をしております。

●11月3日（水・祝）15：30開演（※要予約） 
　ハープコンサートinおがたま ※入場料1,000円（小さなお土産付）
●11月6日㈯ 中庭ライブ～オータムコンサート～
　①11：00～ 「フルートとギター」　②13：00～ 「トランペットとギター」　③15：00～ 「オカリナとギター」
●11月7日㈰ 中庭ライブ～オカリナ～
●11月11日㈭～14日㈰ さをり織展
●11月19日㈮～12月3日㈮ 絵画展
●11月23日（火・祝） 火曜定休ですが、祝日ですので営業します。
●11月24日㈬ 振替休館頂きます。

㊺柳津
TEL.058-388-8719

●11月14日㈰、28日㈰（雨天中止） やなちゃんマーケット

* * *

㊻五木のやかた・かわうえ
TEL.0573-74-2376

●11月3日（水・祝）～14日㈰ 
　道の駅から4キロ上流夕森渓谷のもみじが見頃です。
　竜神伝説秘境の森で、神秘の滝巡りウォーキングをお楽しみ

ください。道の駅五木のやかた・かわうえも出店しています。

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●11月1日㈪～12月20日㈪ 冬のふるさと便実施 
　水車の商品の積み合わせを注文・発送
●11月12日㈮～14日㈰ アルプホルンセミナー 
　アルプホルンの技術を学ぶ講座。受講生を全国から募集し

て開催。※新型コロナウイルス感染症の状況で変更あり、お
問い合わせください。

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼11月3日（水・祝）10：00～15：00 手作りマーケットVol.3 
　ハンドメイド雑貨や体験ブース、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14日㈰9：00～12：00 伊豆長岡温泉 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）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●11月6日㈯・7日㈰10：00～15：00 
　道の駅秋まつり「秋穫感謝祭」 
　秋のおったまげ市場では美味しいものから「あったらいい

なぁ～」と思うものを集めます。（にぎわい広場）

▼～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）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

▼11月28日㈰※要事前申込～11月23日（火・祝） 新そば打ち体験
　初めてそば打ちに挑戦される方にも、こねて、延ばしてそば切り、茹でるまで丁寧に指導しますので、自

分で打った蕎麦に満足です。昼食を兼ねて、天ぷら・味ご飯なども用意しますので、新そばと共に山里の
味をお楽しみください。（場所：三沢高原いこいの里）

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。
●11月26日㈮ どんぐりの湯では、「いい風呂」の日に掛けて、とく

とく回数券の販売を予定しています。いつもの回数券が非常に
お得に購入いただけます。一年に一度の機会をお見逃しなく。

▼11月1日㈪～14日㈰※ライトアップあ
り、期間中毎日20：00まで開催 

　紅葉がりをたのしみませんか? 大平公園
（名倉川遊歩道～大平公園散策）

　（主催：いなぶ観光協会、場所：大平公
園※土・日曜日・祝日はどんぐり工房近
くからシャトルバスがでます。）

▼11月3日（水・祝）、6日㈯・7日㈰、13日㈯・
14日㈰ シャトルバス運行（どんぐり工房
～大平公園）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●11月はSNSフォロワー強化月間！ 詳しくは、かわら版第26号
秋号をご覧くださいね。

●11月2日㈫9：00～ 「藤川宿ファン感謝デー」
　2,000円以上のお買い上げでガラポンに参加

▼～12月26日㈰ 岡崎城下ぐるっとスタン
プラリー（場所：岡崎市内寺社）

▼11月6日㈯・7日㈰ 
　岡崎ジャズストリート2021※有料会場、無

料会場あり（場所：岡崎城・岡崎市図書館）
▼11月下旬～12月初旬 
　東公園紅葉ライトアップ

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●不定期開催 
　軽トラ市 スナックや革小物、電子タバコ等を販売します。
　フリーマーケット フィギュアや雑貨、手作り小物などが並びます。 * * *

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！   
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～11月30日㈫ ネットワークR166スタンプラリー
　・～2022年2月28日㈪ スマホでみえ得キャンペーン第5弾
　・～2022年3月31日㈭ 大和伊賀松阪 御湯印めぐり、ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー 
●～11月9日㈫ 【展示】（波瀬駅）第4回 西村速雄 写真展
●～11月29日㈪ ［レストラン］『11月の松花堂弁当』 価格：990円
●～11月30日㈫ 【展示】己書 歩歩楽道場展
●～12月9日㈭ ［レストラン］秋限定メニュー『茜空』 価格：1,360円
●～12月20日㈪ 【展示】（飯高茶屋）鈴木一三 作品展
●11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！
●［いいたかの店］水曜ありがとうデー 2,000円お買い上げごとにティッシュ1箱をプレゼント！ 
●11月11日㈭～12月21日㈫ 【展示】（波瀬駅）「カハダヲタベル」展
●11月15日㈪～12月30日㈭ ［いいたかの店］お歳暮セール
●11月15日㈪～2022年2月28日㈪ ［レストラン］『ぼたん鍋』 価格：1,570円
　［波瀬駅］『ぼたん鍋』 価格：1,530円
●11月25日㈭～12月25日㈯ クリスマスツリー展示
●11月30日㈫～12月30日㈭ ［レストラン］『12月の松花堂弁当』 価格：990円

❷菰野
TEL.059-394-0116

●～2022年1月31日㈪ 道の駅菰野友だち登録キャンペーン!! 「今すぐ使える割引クーポン券」
　＜道の駅菰野で1,000円以上お買い求めのお客様対象＞
　①菰野町観光協会公式LINEをお友達追加していただきます。
　②その場で50円クーポンがLINEから発行されます。

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●11月3日（水・祝） みかんの日 
　みかん盛り放題200円販売 ※数量限定
●11月4日㈭、24日㈬ 松阪ハムの日 
　お徳用ハム（切り離し）500円販売 ※数量限定
●11月6日㈯ よっちゃんキムチ（詰合せ）販売 
　2カ月に1度の幻のキムチセット販売
●11月22日㈪ 産直野菜 詰め放題 旬な野菜の詰め放題
●11月25日㈭ ベイクの日 
　かわげオリジナルの新製品 お得なパン販売

▼～11月14日㈰ 
　第29回企画展 寺院に伝わる戦国の残像
　～北畠氏のいた時代～
　（場所：三重県総合博物館(miemu））
▼11月11日㈭～28日㈰ 
　そうぶんの竹あかり 今年の「そうぶん

の竹あかり」は、竹の命の循環をテー
マに新たな表現に挑みます。命の大切
さを考える時間が増えた2021年。竹あ
かりを通じて命の尊さや、自然界の循
環に思いをはせる、そんなひと時が皆
様に訪れることを願っています。（場
所：津市三重県総合文化センター）

▼11月20日㈯ 2021ジョイントフェスティ
バル らふぃゆ れふぃゆ 音楽とパントマ
イムで贈る秋のステージ（場所：津市
久居アルスプラザ ときの風ホール）

▼11月27日㈯10：00～11：30 
　歴史講座「古代の物部氏と安濃・一志郡」
　（場所：新町会館研修室1・2）
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❿花の里いいじま
TEL.0265-86-6580

●12月3日㈮～13日㈪ ハンドクラフト展示発表会
●12月23日㈭～29日㈬ モンゴル毛織物チャリティーバザー * * *

⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

●12月4日㈯ 越冬野菜市・収穫祭 
　道の駅店舗前のテント村で、コロナ対策を十分行い、地元

の生産者が丹精を込めて作った、越冬野菜・ふじりんごを中
心とした、野菜・果物の屋台販売を行います。（道の駅田切
の里 テント村）

●12月16日㈭～18日㈯（※予定） 
　味噌まつり（地元ひかり味噌特別販売会）
　恒例となりました、「田切」地元にある、ひかり味噌工場と協

賛の特別販売会をコロナ禍、感染対策を十分行い開催しま
す。国産・有機大豆を原料に本格的な高級仕込み味噌を定
価の半額に近い「特別価格」で販売します。また本格味噌を
使った、インスタントみそ汁も好評です、是非この機会にお
出かけください。（道の駅田切の里 店舗前特別会場）

* * *

⓱モンデウス飛騨位山
TEL.0577-53-2421

●12月25日㈯ 
　モンデウス飛騨位山スノーパーク 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

●12月14日㈫・15日㈬、21日㈫・22日㈬、31日㈮ 定休日
●12月下旬 自然の甘みが詰まったこの時季ならではの伝統的

なドライフルーツ「甘干し柿」を好評販売中。お正月商品：し
め縄・門松etcも販売

* * *

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●12月～2022年3月（※予定） 冬季休業
* * *

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●～12月3日㈮ 絵画展

* * *

㊺柳津
TEL.058-388-8719

●12月12日㈰、26日㈰（雨天中止） やなちゃんマーケット
●12月27日㈪ 通常営業
●12月31日㈮～2022年1月4日㈫ 年末年始休館日

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●～12月20日㈪ 冬のふるさと便実施 
　水車の商品の積み合わせを注文・発送 * * *

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼12月12日㈰9：00～12：00 
　伊豆長岡温泉 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）

▼12月15日㈬～2022年5月6日㈮ 
　江間いちご狩りオープン（主催：JA伊豆

の国、場所：江間いちご狩り）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●12月4日㈯～28日㈫10：00～14：00 年末感謝祭
　冬野菜、お餅などお値打ち品が見つかります。
　（道の駅売店にて）

▼12月18日㈯ 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・日曜日・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♪（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。

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●12月2日㈭～5日㈰ 産直クリスマスセール
●12月2日㈭9：00～ 「藤川宿ファン感謝デー」 
　2,000円以上のお買い上げでガラポンに参加
●12月5日㈰ 「9周年祭」
　おかげさまで開駅9年目をむかえます。
●12月17日㈮～19日㈰※福引券配布（12月1日㈬～19日㈰） 
　歳末福引セール 
●12月25日㈯～31日㈮ 歳末セール
　お正月用切花、しめ縄、鏡餅、おせち食材など

▼～12月26日㈰ 岡崎城下ぐるっとスタン
プラリー（場所：岡崎市内寺社）

▼12月 岡崎 イエヤスコウイルミネーション
　（場所：岡崎公園）
▼12月4日㈯ ららら♪クラシックコンサート
　（場所：岡崎市民会館あおいホール）
▼12月下旬 家康公生誕祭
　（場所：岡崎公園周辺）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 
　軽トラ市 いなり寿しやスナック、革小物などを販売します。
　フリーマーケット アンティークな雑貨や手作り小物などが並

びます。

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］水曜ありがとうデー 2,000円お買い上げごとにティッシュ1箱をプレゼント！  
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～11月30日㈫ ネットワークR166スタンプラリー
　・～2022年2月28日㈪ スマホでみえ得キャンペーン第5弾
　・～2022年3月31日㈭ 大和伊賀松阪 御湯印めぐり、ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー
●～12月9日㈭ ［レストラン］秋限定メニュー『茜空』 価格：1,360円
●～12月20日㈪ 【展示】（飯高茶屋）鈴木一三 作品展
●～12月21日㈫ 【展示】（波瀬駅）「カハダヲタベル」展
●～12月25日㈯ クリスマスツリー 展示
●～12月30日㈭ ［レストラン］『12月の松花堂弁当』 価格：990円、［いいたかの店］お歳暮セール
●～2022年2月28日㈪ ［レストラン］『ぼたん鍋』 価格：1,570円、［波瀬駅］『ぼたん鍋』 価格：1,530円
●12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！
●12月2日㈭～21日㈫ 【展示】神田厚志 絵画展
●12月10日㈮～12日㈰ ［いいたかの湯］回数券キャンペーン
●12月10日㈮～2022年3月3日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー 価格：1,360円
●12月18日㈯～21日㈫ ［いいたかの湯］ゆず湯
●12月23日㈭～2022年1月24日㈪ 【展示】（飯高茶屋）「カハダヲタベル」展
●12月23日㈭～2022年2月15日㈫ 【展示】（波瀬駅）（仮）伊勢型紙 作品展
●12月27日㈪～2022年2月1日㈫ 花もち 展示 
●12月31日㈮・2022年1月1日㈯ 全施設休業 ※2022年1月2日㈰～ 通常営業いたします。

❷菰野
TEL.059-394-0116

●～2022年1月31日㈪ 道の駅菰野友だち登録キャンペーン!! 
「今すぐ使える割引クーポン券」

　＜道の駅菰野で1,000円以上お買い求めのお客様対象＞
　①菰野町観光協会公式LINEをお友達追加していただきます。
　②その場で50円クーポンがLINEから発行されます。

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●12月3日㈮ みかんの日 
　みかん盛り放題200円販売 ※数量限定
●12月4日㈯、24日㈮ 松阪ハムの日 
　お徳用ハム（切り離し）500円販売 ※数量限定
●12月25日㈯ ベイクの日 
　かわげオリジナルの新製品 お得なパン販売
●12月27日㈪～30日㈭ 年末感謝祭 
　お買い上げ2,000円ごとに抽選会実施。黒田米、採れたて野

菜などがあたる。

▼12月19日㈰ オンステージシアターvol.3 
うさぎストライプ「ゴールデンバット」 

　朝ドラ「おかえりモネ」にも出演する女
優・菊池佳南。キュートでコミカル、どこ
か哀愁漂う彼女の魅力が満載の作品。
中ホール舞台上の好きな席で俳優が
演じる臨場感をたっぷり味わえるプレ
ミアムプログラム。贅沢な空間で極上
の時を過ごそう。（場所：三重県文化会
館 中ホール舞台上舞台）
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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。どんぐりの里いなぶ

田切の里

伊豆のへそ

もっくる新城

藤川宿

モンデウス飛騨位山

柳津

菰野


