道の駅

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

●9月3日㈯・4日㈰（※予定）秋先取り、産直まつり 産直詰め放題等（場所：地域振興施設店内）
●9月10日㈯9：00～15：00 ベジチェック 測定会
野菜摂取レベル把握・参加のお客様には岡ノ山産直野菜・果物交換券進呈（協賛：明治安田生命）
●9月17日㈯〜19日（月・祝（※予定）
）
食欲の秋 新米祭り 新米試食おにぎり等
味の老舗 青山 一色えびせん&イカ姿焼き実演販売会
●9月20日㈫～25日㈰（※予定）お彼岸フェア開催 仏花・切花大奉仕、秋の和菓子新商品登場
●9月23日（金・祝）〜25日㈰（※予定）西尾抹茶・西尾茶・西尾抹茶加工品関連商品即売会 呈茶会（お抹茶＋お菓子付き）
（場所：地域振興施設 お茶コーナー、呈茶スペースはレストランいっぷく）
●毎月24日 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プレゼント
●9月24日㈯・25日㈰10：00～15：00 三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会
吉良の名店杉山商店、備長炭だけを使用した本格地焼き蒲焼、1本ずつ丁寧に焼き上げています。

道の駅

道の駅のイベント
●9月3日㈯ クロモジ商品の特別価格販売会・健康測定会

TEL.0265-98-5525

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

岐阜県
古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

田切の里

●9月23日（金・祝）～25日㈰ かあちゃんマルシェ
焼きたて五平餅等の販売
●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
●9月7日㈬、14日㈬、21日㈬、28日㈬ 定休日
●9月17日㈯～25日㈰ 織部の秋フェアー開催
切花用栄養剤・玉子パックプレゼント・エコバックプレゼント 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。
●9月18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。

▼9月23日（金・祝）
田切日方磐神社秋季祭典奉納打上花火
地元の小さなお宮ですが、10号の打上花火
が上がり、神社境内では庭花火、火の粉が飛
んでくる近くで見られます。主催：日方磐神
社祭典委員会、
（場所：日方磐神社（道の駅
田切の里より、約200mトンネルを抜け直ぐ）

***

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

愛知県

長野県

⓮田切の里

周辺地域のイベント

織部の里もとす

⓯藤川宿

TEL.0564-66-6031

●9月1日㈭～4日㈰、17日㈯～19日
（月・祝）ラックモリヤマ自然食品販売
●9月7日㈬ ウエディングフォト 自然豊かなロケーションの中、結婚されるお二人のお写真を撮影 ※事前予約、準備必要
●9月10日㈯※雨天屋内にて決行 お月見ライブ～ビアガーデンを楽しむ夜～
地元バンドの演奏を聴きながら、十五夜を楽しんで頂く企画。生ビールやおつまみをご用意 ※予約不要
●9月14日㈬～28日㈬ スカイブルー絵画展 地元絵画サークルの展示会
古今伝授の里やまと
●9月18日㈰ 中庭ライブ 郡上大和文化協会によるコンサート
●9月19日
（月・祝）敬老の日記念撮影会
ワンコインで、おじいちゃんおばあちゃんと撮影しませんか。
プロカメラマンによる撮影会
●9月23日（金・祝）
・24日㈯ エアかおるタオル大アウトレット販売会

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

▼9月17日㈯・18日㈰ 食の祭典in郡上（場所：郡上市役所大和庁舎）

パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

静岡県

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

TEL.0536-87-2009

●9月24日㈯『農福連携マルシェ』
農業分野での担い手不足解消と、福祉事業所で働く障がい者の方
達のエ賃を向上させるため、農業と福祉事業所との連携を推進し、
その取り組みによって生産された野菜や加工品を販売するイベン
ト。当日は中庭エリア販売ブースが設けられ、障がい者の方たちが
心をこめて作った野菜や加工品が並びます。農産品が生まれた背
景を聞きながら、ぜひお買い物をお楽しみください。
※同時開催で手話体験ブースも開催予定

パレットピアおおの

***

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

伊豆ゲートウェイ函南

愛知県

▼9月17日㈯～11月6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10月9日㈰に開催されるいも煮会をはじめ、露店販売で食を
楽しむことができます。※10月8日㈯～11月9日㈬の土・日曜日・祝日にて開催（場所：茶臼山高原）
▼9月23日（金・祝）、25日㈰、10月9日㈰、30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日前までにご予約ください。
（場所：グリーンステージ花の木）

三重県

❶豊根グリーンポート宮嶋

●9月11日㈰ 加藤商店（ちりめんじゃこ販売）
●9月11日㈰、19日（月・祝）、24日㈯ ドリームハンドメイド
（マルシェ）
●9月17日㈯・18日㈰ つながるマーケット
（マルシェ）
●9月17日㈯～26日㈪ 九州うまか市

❻どんぐりの里いなぶ

●どんぐりの湯が設備の更新工事に入りますので温泉は休館いたします。 ▼9月25日㈰ そば打ち体験
（令和5年1月初旬迄）
（場所：どんぐり工房）
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

デンパーク安城

▼9月17日㈯～11月6日㈰
デンパーク
「秋穫祭」
秋の花が見頃を迎えるデンパークでは、ハ
ロウィンフラワーショーや各種体験教室、大
道芸などの楽しいイベント盛りだくさんで
す。
（主催・場所：安城産業文化公園デン
パーク）

⓰津かわげ

TEL.059-244-2755

（祝日を除く）
・第3木曜日
▼9月17日㈯～11月27日㈰9：00～17：00※休館日：月曜日
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）
（祝日を除く）
▼9月17日㈯～11月27日㈰※休館日：月曜日
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）
▼9月17日㈯～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）
▼9月23日（金・祝）～25日㈰ 国際芸術祭「あいち2022」ポップ・アップ！
にしお岡ノ山
国際芸術祭「あいち2022」の会期中の週末に県内4つのまちを巡る移動型芸術祭
（場所：西尾市文化会館／山下町泡原30）
▼9月23日（金・祝）～25日㈰ 西尾市文化振興イベント2022『おと・いろ・てしごと～めぐる、つながる～』
占部史人氏を始めと
1．にしおまちなか芸術祭 城下町エリアの公共施設・寺院等を活用し、西尾市出身のアート作家、
する、約15名のアーティストによる
「まちなかアート展」
（場所：歴史公園、尚古荘、唯法寺、商店街協力店舗ほか）
2．#にしおイズム野外写真展 西尾市文化会館のプロムナード空間を活用した野外写真展。
（場所：西尾市文化会館
／山下町泡原30（屋外芝生エリア））
3．ART×MUSIC 駅ピアノ ライブペインティング 西尾市シティプロモーション特命大使の左右田薫氏とエアブラシペ
インター岩崎雅一氏によるピアノペインティング・ピアニストHayato氏（→Pia-no-jaC←）によるミニライブ
（場所：西尾駅ペデストリアンデッキ「おいでっき」）
▼9月25日㈰ 西尾市文化事業「澤田知可子35 Anniversary Concert」
平成3年「会いたい」が大ヒットした歌手・澤田知可子のデビュー35周年記念コンサート
（場所：西尾市文化会館／山下町泡原30、お問い合わせ：54-5855）
●9月2日㈮ 毎月2日「藤川宿ファン感謝デー」
▼～9月30日㈮ おかざき
「かき氷街道」
額田地区の超軟水「仙水」で仕込んだ9店舗
お買い上げ2,000円以上でガラポンに参加出来ます。
の個性豊かなかき氷が楽しめます。
●9月16日㈮～19日（月・祝）新米セール
（場所：市内各所（県道37号線付近））
栽培にこだわった岡崎産新米コシヒカリを販売
▼9月10日㈯、24日㈯16：00～21：00
●9月20日㈫～26日㈪ 彼岸切花セール
乙川ナイトマーケット
秋のお彼岸に合わせて、菊、仏花、枝物などをお値打ちに販売します。
（場所：殿橋～潜水橋左岸）
●随時開催 軽トラ市
たこやきや電子タバコ等 いろいろなお店が並びます。
フリーマーケット 雑貨や手作り小物等 お気に入りが見つかるかも
●9月30日㈮〜10月2日㈰ ラーメンフェア
全国各地のラーメン（お土産用）を取り揃えました、
ご家庭でお店の
味をお楽しみください。

もっくる新城

●【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！
●【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
・～11月30日㈬BMW Motorrad 中部ディーラー主催 道の駅スタンプラリー
●～9月8日㈭［レストラン］夏限定メニュー
●～9月13日㈫【展示】
（波瀬駅）上平里子 伊勢型紙展
●～9月19日（月・祝）
【展示】
（飯高茶屋）第2回 西村速雄 野鳥写真展
●～9月26日㈪［レストラン］
『9月の松花堂弁当』
●～9月27日㈫［いいたかの湯］ひやし湯
●9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！
●9月1日㈭～27日㈫【展示】松阪市景観絵画コンクール入賞作品展
●9月9日㈮～12月8日㈭［レストラン］秋限定メニュー
●9月15日㈭～11月15日㈫【展示】
（波瀬駅）岩崎有菜 油絵展
●9月16日㈮～18日㈰［いいたかの湯］回数券キャンペーン
●9月22日㈭～10月24日㈪【展示】
（飯高茶屋）飯高中学生作品展「私たちの飯高の風景」
●9月27日㈫～10月24日㈪［レストラン］
『10月の松花堂弁当』
●9月29日㈭～10月25日㈫【展示】第11回 絵画サークル「水彩の會」展
●9月3日㈯7：00～
津のローカルフード「よっちゃんキムチ」
セット販売 数量限定
●9月10日㈯・11日㈰ 秋の収穫祭
両日 2,000円ごとに1回 地元のお野菜やお米があたるガラガラ抽選会
11日㈰13：00～ 黒田米の新米の振舞
お買い得商品もりだくさんでお待ちしております。
●9月11日㈰ かつおの藁焼きの販売
●9月30日㈮ ジャンボかぼちゃ 重量当てクイズ 当選者 景品引き取り日
※11日㈰までに、風除実に展示してあるジャンボかぼちゃの重量を
あてるクイズに応募。正解に近い20名の方へお米+野菜セットプレ
ゼント
（当選者へははがきでご連絡）

***

飯高駅

道の駅

道の駅

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

長野県

⓯南信州とよおかマルシェ

●10月2日㈰ 人気バラエティ番組「水曜どうでしょうキャラバン」
ファン ▼10月2日㈰ 人気バラエティ番組「水曜どうで
イベントが豊丘村役場駐車場で開催されます。
しょうキャラバン」ファンイベントが豊丘村役
（主催：北海道テレビ 豊丘どうでしょうキャラバン実行委員会）
場駐車場で開催されます。
（主催：北海道テレ
ビ 豊丘どうでしょうキャラバン実行委員会）

⓫星のふる里ふじはし

●10月22日㈯ ほしふる☆フェス
道の駅にキッチンカーやおしゃれなお店が大集合！ 子供も楽しい
体験コーナーもあります！

TEL.0265-48-8061

TEL.0585-52-2020

TEL.0576-47-2133

岐阜県

織部の里もとす
TEL.0581-34-4755

古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

静岡県

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

馬瀬 美輝の里

●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
●10月5日㈬ 定休日
●10月16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。

TEL.0563-55-5821

▼10月9日㈰ 鮎マラソン大会
（場所：馬瀬地域 馬瀬川沿い）

愛知県

㉕馬瀬 美輝の里

⓭にしお岡ノ山

星のふる里ふじはし

***
⓯藤川宿

●10月6日㈭～9日㈰ 織物・草木染の展示販売 はた織り同好会「織り姫」
●10月7日㈮～10日（月・祝）、29日㈯～31日㈪ ラックモリヤマ自然食品販売
●10月10日（月・祝）※要予約 ハワイアンライブ レストランおがたま
●10月16日㈰、23日㈰※要予約 成人式、七五三記念撮影会 自然の中でプロカメラマンが記念撮影いたします。
●10月22日㈯・23日㈰ とんぼ玉展示販売 お手頃なもの～本格的な立体江戸花とんぼの展示販売を行います。
●10月1日㈯～12日㈬ 自然食品ヒダカさんの自然食品販売
●10月2日㈰、23日㈰ ドリームハンドメイド
（マルシェ）
●10月8日㈯・9日㈰ つながるマーケット
（マルシェ）
●10月15日㈯ 加藤商店（ちりめんじゃこ販売）
●10月8日㈯『WaRaUかんなみ』
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

TEL.0564-66-6031

▼10月10日（月・祝）アースデイいびがわ
地産地消。お野菜販売
（場所：
「道の駅」パレットピアおおの）

⓰もっくる新城

TEL.0536-24-3005

***

●10月8日㈯19：30～※電話にて要予約
道の駅の「お月見どろぼう」
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

TEL.0536-87-2009

愛知県

●どんぐりの湯が設備の更新工事に入りますので温泉は休館いたします。 ▼10月1日㈯・2日㈰ 第37回 シロキヤラリー
（令和5年1月初旬迄）
in 豊根・豊田［INABU］
❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）
▼10月8日㈯ 落花生の収穫体験
（場所：どんぐり工房）

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

⓭にしお岡ノ山

TEL.0563-55-5821

▼～11月6日㈰ デンパーク
「秋穫祭」
秋の花が見頃を迎えるデンパークでは、ハロウィンフラワーショーや各種体験教室、大道芸などの楽しいイベント盛
りだくさんです。
（主催・開催：安城産業文化公園デンパーク）
●10月1日㈯・2日㈰（または翌週）
（※予定）今が旬 筆柿フェアー開催 試食販売会
●10月1日㈯、8日㈯、15日㈯、22日㈯、29日㈯（毎週土曜日）
（※予定）
三河湾 愛知3島 篠島フェアー 篠島海産物 店頭販売
●10月8日㈯〜10日（月・祝（または翌週）
）
（※予定）抹茶の日
西尾の抹茶、関連商品販売（西尾の抹茶加工品新商品登場）
9日㈰ 西尾商工会議所 青年部 うなぎフェス&音楽祭（場所：岡ノ山遊ぼっ茶広場）
●10月14日㈮ 岡ノ山遊ぼっ茶広場 グランドゴルフ大会
●10月15日㈯・16日㈰ 味の老舗 青山 手焼きせんべいブランド 三河一色えびせん即売会 イカ姿焼き実演販売会
●10月22日㈯・23日㈰ 秋の西尾の名産品 スイーツ 洋菓子新商品販売（場所：岡ノ山遊ぼっ茶広場）
23日㈰ ライオンズクラブ 音楽フェス＆キッチンカーイベント
●10月29日㈯・30日㈰ 開駅13周年記念イベント開催（産直祭り開催）
三河一色産うなぎ蒲焼実演販売会 備長炭だけを使う本格地焼き蒲焼 地域特産品PR販売
●毎月24日 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プレゼント

❶飯高駅

TEL.0598-46-1111

三重県

❶豊根グリーンポート宮嶋

▼～11月6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18施設、お問い合わせ：豊根村観光協会）
▼10月9日
（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16日㈰10：00～※申し込み期限：10月12日㈬（天候により延期・中止になる場合があります。）
秋を満喫！芋掘り&ピザ作り体験
さつまいも・さといもなどを収穫して、お昼は農園で育った野菜を使ってピザ作りをします。
※お土産付き・昼食付き（場所：あさがね農園）
▼10月30日㈰10：00集合※電話またはメールにてお申込みください。
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）

道の駅のイベント

周辺地域のイベント

▼～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）
（祝日を除く）
・第3木曜日
▼～11月27日㈰9：00～17：00※休館日：月曜日
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）
（祝日を除く）
▼～11月27日㈰※休館日：月曜日
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）
▼10月10日（月・祝）西尾市文化事業「文化会館マルシェと読み聞かせコンサート」
電子オルガン・ピアノ・バイオリンの演奏、
ラジオDJのイレーネによる絵本「たからもの」の読み聞かせ
（場所：西尾市文化会館／山下町泡原30）
▼10月28日㈮～30日㈰ 第62回西尾市美術展
市内外を問わず、広く公募された作品の展覧会（場所：西尾市文化会館／山下町泡原30）
▼10月29日㈯
西尾市文化事業「大河内淳矢×小林真人 Super DUO 2022 Re:BOOT 尺八とピアノが奏でるふるさとへの想い」
吉良町出身で尺八奏者の大河内淳矢氏と作曲家・ピアニストの小林真人氏によるコンサート
（場所：西尾市文化会館
／山下町泡原30）
▼10月29日㈯・30日㈰ 第17回にしお本まつり
本に関する講演会や読み聞かせ会、古本市をはじめ、
「本」をテーマにした様々な催しを楽しむおまつり
（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480、西尾市立図書館／亀沢町474）
●10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。
●10月15日㈯・16日㈰ オータムフェアin道の駅藤川宿
新感覚ウオーターロールや、
ハンドメイドマルシェなどを開催します。
藤川宿

●随時開催 軽トラ市 手作りの木工品や革製品等、
こだわりの品が並びます。
フリーマーケット 多肉植物や骨とう品等、何があるかはお楽しみ
●10月1日㈯・2日㈰ ラーメンフェア
全国各地のラーメン（お土産用）を取り揃えました、
ご家庭でお店の味をお楽しみください。
●10月28日㈮〜30日㈰ 栗きんとんフェア
栗きんとんが大集合！食べ比べも楽しいかも。他にも栗を使った商品を集めました。
ご賞味あれ
●【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！
●【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
・～11月30日㈬BMW Motorrad 中部ディーラー主催 道の駅スタンプラリー
●～10月24日㈪［レストラン］
『10月の松花堂弁当』
●～10月24日㈪【展示】
（飯高茶屋）飯高中学生作品展「私たちの飯高の風景」
●～10月25日㈫【展示】第11回 絵画サークル「水彩の會」展
●～11月15日㈫【展示】
（波瀬駅）岩崎有菜 油絵展
●～12月8日㈭［レストラン］秋限定メニュー
●10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！
●10月1日㈯～31日㈪ 第15回 珍布峠クイズウォーキング
●10月25日㈫～11月28日㈪［レストラン］
『11月の松花堂弁当』
●10月27日㈭～11月29日㈫【展示】野鳥・山野草イラスト展
●10月9日㈰ 旬なお野菜の詰め放題
●10月15日㈯ レストランの日 定食 どんぶりに1ドリンクサービス
●10月28日㈮ ニワトリの日 からあげ定食50円引き

⓰津かわげ

TEL.059-244-2755

▼10月1日㈯13：00～16：00
こども将棋大会「竹千代杯」
（場所：岡崎市役所分館／十王町）
▼10月2日㈰11：30～16：30
トークショー・公開対局
（場所：岡崎市せきれいホール）
▼10月8日㈯・9日㈰
サツマイモ掘り体験（場所：奥殿陣屋）

津かわげ

▼10月8日㈯・9日㈰ 津まつり
鎧武者が市中を練り歩く高虎時代行列をはじめ、
しゃご馬、高虎太鼓は人気の的になっています。
また、年々参加者・
観客とも増加する人気イベントとなっている安濃津よさこいは、今回もお城西公園を中心に、津駅前や津新町通り
で、熱い演舞を披露します。
フェニックス通り会場では市民総おどり、各地域の地域特産物ブースをはじめ、伝統芸能
や太鼓演奏が楽しめます。
（場所：津市役所周辺）
▼10月22日㈯・23日㈰
久居まつり
『ひさい版仮装大笑』
欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞の久居版です。
この仮装大笑がきっかけで本家へ出場した作品もたくさんあ
ります。
（場所：津市役所）

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。

中部「道の駅」
イラストマップは
◀こちら

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
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