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⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

●1月3日㈫ 初売り お買物ポイント交換2倍 サービスデー
●1月3日㈫〜5日㈭ 
　初売り お買物ポイント付与2倍 サービスデー

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●〜3月31日㈮ 冬期休業
* * *

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●1月1日（日・祝） お休み
●1月2日（月・振休）10：00〜 営業スタート（レストランは11：00〜）
●1月5日㈭ 振替休館 
●1月7日㈯ 朝市営業スタート
●1月8日㈰ 成人式記念撮影イベント
●1月20日㈮ 鶏ちゃんの日 
　毎月20日は鶏ちゃんの日。当駅のオリジナル鶏ちゃんが、お値

打ちになります。
●1月26日㈭ 風呂の日 
　毎月26日は風呂の日。お得に「やまと温泉やすらぎ館」を楽し

めます。

* * *

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●1月1日（日・祝）〜8日㈰ お正月フェア
●1月1日（日・祝）〜15日㈰ 伍魚福 『おつまみセット』販売中
●1月15日㈰、22日㈰ つながるマーケット
●1月16日㈪〜2月15日㈬ ラーメンフェア

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●1月22日㈰ 五平餅の串供養祭 水車の里の一番人気の五平餅 
日頃の感謝をこめて開催します。 * * *

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼1月8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）
▼1月21日㈯・22日㈰10：00〜14：30 第17回パン祖のパン祭
　全国有名店・市内外のパンの販売や全国高校生パンコンテストをはじめ、参加体験型のイベントなどを実施
　（主催：伊豆の国パン祖のパン祭実行委員会、場所：韮山文化センター（韮山時代劇場））

㉑すばしり
TEL.0550-75-6363

●1月1日（日・祝） 足湯 酒風呂
●1月1日（日・祝）〜3日㈫ お茶の詰め放題 * * *

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●1月1日（日・祝） 丹那牛乳ホットミルクのおふるまい
　昨年大好評だった「丹那牛乳」のホットミルクを先着でおふる

まいいたします。
●1月1日（日・祝）・2日（月・振休） 
　新春パフォーマンス NINJA BALLER TOMMY
　日本のみならず海外でも大好評のフリースタイルフットボー

ルパフォーマンスをお楽しみください。
●1月2日（月・振休）・3日㈫  初春運試しおたのしみ抽選会
　新春恒例のお楽しみ抽選会！対象店舗のレシートを3,000円

以上をお持ちいただくと伊豆のいいものが当たる、スペシャ
ル抽選会です。

❽デンパーク安城
TEL.0566-92-7111

▼1月16日㈪ ウィンターフェスティバル
　イルミネーション煌めく光の園内を楽

しめます。週末を中心に花火ショーも開
催します。クッキーや工作など体験教室
も充実しています。（主催・場所：安城産
業文化公園デンパーク）

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●1月1日（日・祝）・2日（月・振休） 臨時休業
●1月3日㈫10：00頃〜 初売り 
　甘酒ふるまい※なくなり次第終了 * * *

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●1月1日（日・祝） 新春ラジオ体操 紅白まんじゅう振舞会（場所：7：45 道の駅店頭、8：45 遊ぼっ茶広場）
●1月1日（日・祝）〜3日㈫ 抹茶関連商品販売会 呈茶会
●1月1日（日・祝）〜5日㈭ 迎春フェア 道の駅特選福袋販売
●1月21日㈯・22日㈰10：00〜 豚汁の振舞サービス
●1月22日㈰または29日㈰（※予定）新春大正琴演奏会（場所：情報コーナー）
●毎月24日 にしお岡ノ山の日 スタンプカード2倍デー 500円で1ポイント20ポイントで地元名産品進呈
●1月28日㈯・29日㈰ 大特価いちごフェアー あきひめ、紅ほっぺ

▼〜1月29日㈰9：00〜19：00※休館日／月曜日（祝日を除く）、年末年始 
　一色学びの館企画展「宗田理のふるさと三河 -ぼくらの七日間戦争と太平洋戦争-」
　一色町で少年時代を過ごした、『ぼくらの七日間戦争』などで知られる作家の宗田理氏を紹介※観覧無料
　（場所：一色学びの館／一色町一色東前新田8、お問い合わせ先：0563-56-2459（文化財課））
▼〜2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
　 西尾市資料館企画展「田中長嶺〜明治殖産興業パイオニアの絵の世界〜」
　明治殖産興業の発展に貢献した田中長嶺が描き残した絵を紹介※観覧無料
　（場所：西尾市資料館／錦城町229、お問い合わせ先：文化財課 0563-56-2459）
▼〜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-」
　岩瀬文庫の蔵書の中から、江戸時代の書物に登場する古城・城跡約50か所を紹介※観覧無料
　（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480、お問い合わせ先：文化財課 0563-56-2459）
▼1月3日㈫13：00 「てんてこ祭」
　毎年正月3日に行なわれる五穀豊穣を祈念する農業祭。赤い衣装に身を包んだ6人の男が神社に向けて

行列し、うち3人は男根を模した大根を腰につけ、「テンテコ・テン」という太鼓の囃子にあわせて腰を振っ
て奇妙な格好で練り歩くお田植え神事（場所：熱池八幡社、駐車場：福地南部小学校、福地中学校、その他：
名鉄福地駅から徒歩12分、お問い合わせ先：観光文化振興課 65-2169）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●1月13日㈮〜22日㈰ 法性寺ネギウイーク 
　岡崎の伝統野菜を美味しく食べよう！

▼1月8日㈰・9日（月・祝） 冬のげんきまつり 
　子ども体力測定わんぱく度チェックなど

（場所：岡崎げんき館）
▼1月20日㈮10：00〜11：30 
　「手作り味噌体験会」
　（場所：東部地域交流センター）
▼1月22日㈰9：00〜12：30※雨天中止 
　ホタル学校 オクオカ「水晶山」トレッキ

ング（約8km）（場所：ホタル学校）

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！ 
　お客様を温かくしてお迎えします。
●随時開催 軽トラ市 
　変わり稲荷寿司や雑貨など色々なお店が並びます。
　フリーマーケット 多肉植物の寄せ植えや手作り小物など見て

いるだけでも楽しめます。
●1月1日（日・祝）〜3日㈫ 鶏汁販売 
　玄関前にて熱々の鶏汁を販売します。
●1月27日㈮〜29日㈰ みかんフェア 
　果物のみかんだけでなく、お菓子やドリンクも揃います。

* * *

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●【年始のお知らせ】
　・1月1日（日・祝） 全施設休業　・1月2日（月・振休） 通常営業
　・1月4日㈬ 波瀬駅 通常営業
　・1月6日㈮ いいたかの店以外は休業
●【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！
　※1月4日㈬は営業のため1月6日㈮がサービスデーとなります。 
●〜1月17日㈫ 【展示】（波瀬駅）第7回 大野弘 写真展
●〜1月31日㈫ 花もち 展示
●〜2月19日㈰ 【展示】（飯高茶屋）宇宙（そら）で奏でる点描曼荼羅画展
●〜2月28日㈫ ［レストラン］［波瀬駅］『ぼたん鍋』
●〜3月9日㈭ ［レストラン］冬限定メニュー
●1月2日（月・振休） ［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！
●1月2日（月・振休）〜5日㈭ ［レストラン］『新春膳』
●1月2日（月・振休）〜31日㈫ 【展示】第15回 華の会“書”作品展
●1月7日㈯〜30日㈪ ［レストラン］『1月の松花堂弁当』
●1月19日㈭〜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
●1月31日㈫〜2月27日㈪ ［レストラン］『2月の松花堂弁当』

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●1月22日㈰10：00〜15：00 mihama食とモノ市場
　御浜町の良いものを取り揃えた食品、グルメ、工芸品などの市

場を開催

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●1月7日㈯10：00〜 茶倉朝市 
　地元農家さんによる野菜販売※新春餅付き大会あり * * *

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●1月3日㈫10：00〜 サイコロゲーム 
　出た目のみかんをプレゼント
　1,000円以上お買い上げで1回※なくなり次第終了

▼〜2月28日㈫ 栄町公園イルミネーション
　津駅東口すぐの栄町公園のイルミネー

ションです。
　（場所：津駅前イルミネーション）
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⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

●2月14日㈫ バレンタインデー
　ご来客様にミニチョコレートプレゼント * * *

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●〜3月31日㈮ 冬期休業
* * *

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●2月20日㈪ 鶏ちゃんの日
　毎月20日は鶏ちゃんの日。当駅のオリジナル鶏ちゃんが、お値

打ちになります。
●2月26日㈰ 風呂の日
　毎月26日は風呂の日。お得に「やまと温泉やすらぎ館」を楽し

めます。

▼2月23日（木・祝）〜4月2日㈰ 
　市民作品展「古今和歌集の草花」展&古

今伝授の里の雛まつり
　今年で9年目になったこの作品展、今年

のテーマは「菊・紅葉（モミジ）」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好
評をいただいています。

　（場所：古今伝授の里フィールドミュー
ジアム篠脇山荘）

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●〜2月15日㈬ ラーメンフェア
●2月11日（土・祝）〜3月16日㈭ 韓国フェア * * *

❷くんま水車の里
TEL.053-929-0636

●2月19日㈰ 大寒謝祭
　道の駅を利用される皆様に感謝するため年に1度の最大イベン

ト。寒い時期に実施するので感謝をあえて寒謝と表しています。

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼2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）

㉑すばしり
TEL.0550-75-6363

●2月23日（木・祝） 富士山の日 先着100名様 2,230円以上のお買
い物でトイレットペーパープレゼント * * *

㉔伊豆ゲートウェイ函南
TEL.055-979-1112

●2月23日（木・祝） 富士山の日イベント
　富士山にちなんだワークショップを開催します！ * * *

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●2月19日㈰10：00頃〜 冬の産直の日セール
　野菜たっぷり汁のふるまい※なくなり次第終了

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●2月3日㈮（※予定） 節分イベント開催
●2月4日㈯ 西尾中学校茶道部 お点前会開催 11：00〜 日頃の部活動の成果発表会（場所：情報コーナー）
●2月4日㈯〜6日㈪ 西尾の抹茶、西尾茶 お買い得セール開催
●2月11日㈯・12日㈰ あったか祭り 
　豚汁振舞サービス※数量限定（場所：店頭特設会場）、おしるこ振舞サービス※数量限定（場所：茶屋）
　スイーツ祭Part2 バレンタイン商品&新商品（各名産品）
●2月20日㈪〜（※予定） 西尾市 地産地消 アイデア朝ごはんコンテスト 優秀作品 お披露目販売
　（場所：レストランいっぷく 7：00～9：00）
●毎月24日 にしお岡ノ山の日 スタンプカード 2倍デー（500円で1ポイント、20ポイントで地元名産品進呈）

▼〜2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
　西尾市資料館企画展「田中長嶺〜明治殖産興業パイオニアの絵の世界〜」
　明治殖産興業の発展に貢献した田中長嶺が描き残した絵を紹介※観覧無料
　（場所：西尾市資料館／錦城町229、お問い合わせ先：文化財課 0563-56-2459）
▼〜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-」
　岩瀬文庫の蔵書の中から、江戸時代の書物に登場する古城・城跡約50か所を紹介※観覧無料
　（場所：西尾市岩瀬文庫／亀沢町480、お問い合わせ先：文化財課 0563-56-2459）
▼2月11日（土・祝）〜4月9日㈰9：00〜19：00※休館日：月曜日（祝日を除く）
　一色学びの館企画展「学びとえんぴつ」
　鉛筆の歴史と地域の文房具店のあゆみを紹介※観覧無料
　（場所：一色学びの館／一色町一色東前新田8、お問い合わせ先：文化財課 0563-56-2459）
▼2月12日㈰15：00〜20：30※雨天時は2月13日㈪に延期 鳥羽の火祭り
　約1,200年前から伝わる国指定の重要無形民俗文化財の神事
　15：00頃 みそぎ出発、19：30頃 神事開始、20：00頃 「すずみ」点火（場所：鳥羽神明社／鳥羽町、駐車場：ふ

るさと公園など約300台、お問い合わせ先：西尾市観光文化振興課 65-2169）
▼2月12日㈰11：00〜16：00※雨天時は2月13日㈪に延期 とば市（物産展）
　鳥羽の火祭りに合わせて開催する地元の名産品を集めた物産展（場所：名鉄三河鳥羽駅前／鳥羽町、駐

車場：駅周辺に臨時駐車場あり、お問い合わせ先：西尾市観光文化振興課 65-2169）

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

▼2月18日㈯〜3月5日㈰9：00〜17：00
　※休館日：月曜日（祝日を除く）
　西尾市資料館企画展「おひなさまと土

人形〜祈りのかたち〜」
　所蔵の古い雛人形と三河の土人形を展

示。※観覧無料（場所：西尾市資料館／
西尾市錦城町229、お問い合わせ先：文
化財課 0563-56-2459）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●2月2日㈭ 藤川宿ファン感謝デー
　月に一度の運試し、空くじ無しでステキな商品をゲット
●2月11日㈯・12日㈰ 冬のあったか祭り
　あったかイベントがいっぱい、焼き芋の食べ比べセット・大鍋

味噌おでんの販売等

▼2月5日㈰15：00〜 
　ギターリストたちの饗宴
　（場所：岡崎シビックセンターコンサー

トホール コロネット） 
▼2月28日㈫13：30〜開演
　サロンコンサート
　ドイツのしらべ オーボエとヴィオラとピ

アノで奏でる優しく深い音色
　（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

●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 
　たこ焼きや木工製品など色々なお店が並びます。
　フリーマーケット アンティークな雑貨やフィギュアなど探して

いた物がみつかるかも！

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！
●〜2月19日㈰ 
　【展示】（飯高茶屋）宇宙（そら）で奏でる点描曼荼羅画展
●〜2月27日㈪ ［レストラン］『2月の松花堂弁当』
●〜2月28日㈫ ［レストラン］［波瀬駅］『ぼたん鍋』
●〜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
●2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！
●2月2日㈭〜3月7日㈫ 
　【展示】第20回 高橋みゆきリフォーム教室作品展
●2月28日㈫〜3月27日㈪ ［レストラン］『3月の松花堂弁当』

* * *

❹パーク七里御浜
TEL.05979-2-3600

●2月19日㈰10：00〜15：00 mihama食とモノ市場
　御浜町の良いものを取り揃えた食品、グルメ、工芸品などの

市場を開催 * * *

❽茶倉駅
TEL.0598-32-2555

●2月1日㈬〜26日㈰ 鉛筆画展「飯南・飯高の風景」
　（場所：茶倉駅2Fフリースペース）
●2月4日㈯10：00〜 茶倉朝市 地元農家さんによる野菜販売

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●2月18日㈯11：00〜 地元お野菜たっぷり味噌汁の振舞
　※なくなり次第終了

▼〜2月28日㈫ 
　栄町公園イルミネーション
　津駅東口すぐの栄町公園のイルミネー

ションです。（場所：津駅前イルミネー
ション）
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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。

伊豆のへそ

にしお岡ノ山

古今伝授の里やまと

くんま水車の里

津かわげ

もっくる新城

茶倉駅

筆柿の里・幸田


