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愛知の魅力もっと発掘！
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AICHI MUSEUM
愛知で開催される展覧会・企画展

あいち冷やし旅
トラベルインフォメーション

ボランティアガイドと
めぐる 街歩き

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、
掲載情報に変動が発生している場合がございます。
詳しくは各お問い合わせ先へご確認ください。
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落ち着いた雰囲気も魅力的

　愛知県知多郡美浜町奥田428-1　 0569-87-2000　 3月～10月／9：30～17：
00、11月／9：30～16：30、12月～2月／10：00～16：00　 12月～2月／水曜（冬休み
期間と祝日は除く）　 大人（高校生以上）1,800円、小人（2歳以上）800円　 南知多
道路美浜ICより車で約10分
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今年で設置100周年を迎える愛知県最古の灯台です。すぐ隣に
ある「絆の鐘」は、特にカップルに人気のスポット。訪れた際には
大切な人と鳴らして絆を深めてみて。
　愛知県知多郡美浜町小野浦岩成20-1　 0569-83-6660（愛知県美
浜町観光協会）　 駐車料金／自転車100円、バイク200円、普通車300
円～、大型バス3,000円　 南知多道路美浜ICより車で約20分

明治時代からカブトビールの製造工
場として稼働していた歴史ある建物
です。屋内には赤レンガ建物の歴史
について学べる常設展や、カブトビ
ールを楽しめるビアホールも。
　愛知県半田市榎下町8　 0569-24-
7031　カフェ&ビアホール「Re-BRICK」／
10：00～21：00（L.O.20：30）、ショップ／
10：00～17：00、常設展示室／9：00～17：
00　 定休日無し　 常設展示室／大人（高
校生以上）200円、中学生以下無料　 知多
半島道路半田中央ICより車で約10分

野間埼灯台

半田赤レンガ建物

目の前に広がる伊勢湾を
眺めながらBBQできます

生カブトビールが
味わえます

200種類20,000匹以上の海の生き物が暮らす体験型水族館。イルカや
ペンギン、ゴマフアザラシといった可愛い海の仲間たちと触れ合えます。息
の揃ったイルカショーも見逃せません。

南知多ビーチランド

美浜町
m i h a m a

美浜町
m i h a m a

画像提供：半田赤レンガ建物

アシカ・イルカショーは
毎日開催！

愛と勇気のスリランカカレー 南洋の父 サウス
目の前に広 と々した奥田海岸の砂浜、その向こうには青く輝く伊勢湾、さらにはセントレア
をも望む眺望の良さが自慢のカレー屋。看板メニューはカレーですが、チキン料理も絶品。
柔らかく煮込まれたスパイシーチキンは一口食べれば元気の出る味。辛いものが苦手な
方にはスパイシーチキンアメリカンがオススメです。
　愛知県知多郡美浜町奥田天野56-2 1010広場内　 0569-83-3518　 夏季／11：00～17：00
（L.O.16：30）、冬季／11：00～15：00（L.O.14：30）　 木曜、金曜　 南知多道路美浜ICより車で約10分

お店で一番
辛いメニュー!美浜町

m i h a m a

うどん甘味 侘助
焼き物散歩道の一角、暮布土屋通りにある
うどんと甘味のお店。名物「土鍋カレーうど
ん」のほか、ぜんざいや和パフェ、夏場は大
きなかき氷が人気です。フォトジェニックな見
た目にキュンとします。
　愛知県常滑市栄町3-89　 0569-34-7169
　 11：00～17：00　 火曜　 知多横断道路常滑
ICより車で約5分

MARUHARESORT 内海店
豊浜漁港直送の魚介類や知多牛・知多豚を中心
とした地元食材を使用。個室VIPルームでは知多
湾を眺めながらBBQを楽しめます。レストランでい
ただける日替わりランチビュッフェもオススメです。
　愛知県知多郡南知多町大字山海字高峯9-1　0569-
64-0333　 BBQ／平日11：00～20：30、土曜、日曜、祝
日10：30～20：30（当日最終受付17：30、L.O.20：00）ダ
イニング／平日11：00～21：00、土曜、日曜、祝日10：30～
21：00（L.O.20：00）　 1月1日、他メンテナンスによる休
日あり　基本料金／大人（中学生以上）1,100円、子
供（4歳以上）550円、野外VIPブース・個室VIPルーム
／2,200円　 南知多道路南知多ICより車で約5分

常滑市
t okoname

南知多町
minamichita

in知多

田原市
南知多町
美浜町

半田市

豊橋市
常滑市
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KEEPER SURF STATION

道の駅 とよはし

うなぎ割烹 一愼、

数々の名物ご当地グルメや、地元食材・花の直送販売はもち
ろんのこと、体験アクティビティまで楽しめてしまう盛りだくさん
な道の駅。家族全員が大満足な1日を過ごせます。
　愛知県豊橋市東七根町字一の沢113-2 　0532-21-3500 
　Tomatte／9：00～19：00、あぐりパーク食彩村・食彩村花マ
ルシェ／9：00～18：00、インフォメーションコーナー／9：00
～14：00　 年末年始、あぐりパーク食彩村・食彩村花マルシェ／
第1水曜　 東名高速道路音羽蒲郡ICより車で約40分

昔からの鰻丼、うなぎまぶしは勿論の事、新しい鰻料理も充実しています。また、世
界初鰻のナンプラーも完成！鰻ナンプラーを使ったタレの鰻能焼、鰻能丼はここでし
か頂くことができません。これで暑い夏も乗り切れるかも。

ニュー渥美観光
渥美半島といえばマスクメロン！6月～8月は出荷の最盛期を迎え、価格もお
値打ちに！シーズンでないと体験できないメロン狩りやマスクメロンの食べ放
題等も楽しめます。（要予約）

初心者の方やお一人様での参加にももってこい！自然豊かな伊良湖の海でサー
フィンを心置きなく楽しめます。波に乗った後は隣接するカフェLeiLei‘sでハワイの
風を感じながら寛いで。
　愛知県田原市赤羽根大道浦47-6
　0531-45-3456　 8：00～19：00
　不定休　 サーフィンレッスン／
6,000円～　 東名高速道路音羽蒲郡
ICより車で約55分

灯台茶屋
恋路ヶ浜の美しい景色を眺めながら、地元で取れた新鮮な魚介
類の定食がいただけます。名物の焼大アサリとお刺身のついた
灯台茶屋定食や海鮮どんぶりがオススメ。
　愛知県田原市伊良湖町古山2814-4　 0531-35-6262　 10：30
～15：00　 不定休　 東名高速道路豊川ICより車で約90分

休暇村伊良湖
広大な園地に充実した運動施設を保有するリゾートホテル。ビュッフェで提
供される魚介や野菜など渥美半島の旬が味わえます。ふれあいプログラム
も体験でき、家族で充実した1日が楽しめます。
　愛知県田原市中山町大松上1　 0531-35-6411　 ダイニング／7：00～9：00、17：
45～20：00(L.O.19：30)、カフェ／8：00～20：00、売店／7：30～21：00　 不定休
　 東名高速道路音羽蒲郡ICより車で約90分

　愛知県田原市保美町段土165　 0531-32-0636　 8：30～16：30　 12月31日、
1月1日　 東名高速道路音羽蒲郡ICより車で約90分

産地でしか味わえない

マスクメロンの収穫体験！
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伊良湖岬の先端に位置する伊良湖岬灯台は、
「日本の灯台50選」に選ばれているビュースポ
ット。太陽が沈む時間帯は辺り一面が夕焼け色
に染まり、ロマンチックな雰囲気が漂います。
　愛知県田原市伊良湖町古山　 0531-23-3516
（渥美半島観光ビューロー）　東名高速道路豊川IC
より車で約90分

伊良湖岬灯台

恋人の聖地
「幸せの鐘」も！

ハワイ
アンプ

レート

スタイ
ルのメ

ニュー

ネクスト
クルーザ

ーによる

ガイドツ
アーも！

伊良湖岬の新鮮な海の幸を使用した贅沢な定食

屋上満点テラス
からは360°の

パノラマビュー
が楽しめます

 仕入れから調理まで徹底したこだわり

in渥美

　愛知県豊橋市松葉町2-35　 0532-56-8233　 17：00～22：00（L.O.21：30）　 日曜、
祝日　 東名高速道路音羽蒲郡ICより車で約30分
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06AICHI MUSEUM 愛知で開催される
展覧会・企画展 ジブリの大博覧会

～ジブリパーク、開園まであと1年。～

【東区・愛知県美術館】

DATE▶2021.7.17-9.2304

05

03

01

2015年に愛・地球博記念公園で幕を開け、各地で反響を呼んだ「ジブリの大
博覧会」が遂に完結。愛知初登場を含む全ての展示が勢ぞろいし、スタジオジ
ブリ誕生から約35年の歩みを貴重な資料で振り返ります。来年に開園を控えた
ジブリパークの関連展示にもご注目あれ！※チケットは日時指定予約制です。
　愛知県名古屋市東区東桜1-13-2　 050-
5542-8600　 10：00～18：00（最終入館
17：30）、金曜10：00～20：00（最終入館19：
30）　 7月19日、8月2・16日、9月6・21日
　一般1,900円、高校生・大学生1,500円、
小・中学生1,000円　 地下鉄東山線・名城
線栄駅、名鉄瀬戸線栄町駅下車徒歩3分

生誕150年記念　モンドリアン展
純粋な絵画をもとめて

【豊田市・豊田市美術館Toyota 
Municipal Museum of Art】

DATE▶2021.7.10-9.20

抽象芸術を語るうえで欠かせない画家の1人モンドリアン。独
自のスタイルを確立し、完全抽象に到達するまでには様々な紆
余曲折がありました。初期の風景画から代名詞として知られる
「コンポジション」に至るまでの軌跡をご覧ください。

（上）ピート・モンドリアン 《大きな赤の色面、黄、黒、灰、青色のコンポジション》 1921年  
油彩、カンヴァス　デン・ハーグ美術館 （下左）ピート・モンドリアン 《線と色のコンポ
ジションIII》 1937年 油彩、カンヴァス デン・ハーグ美術館 （下中）ピート・モンドリアン  
《色面の楕円コンポジション 2》 1914年 油彩、カンヴァス デン・ハーグ美術館
（下右）ピート・モンドリアン 《砂丘Ⅲ》 1909年  油彩、厚紙  デン・ハーグ美術館
©Kunstmuseum Den Haag

　愛知県豊田市小坂本町8-5-1　 0565-34-6610　 10：00～17：
30（最終入館17：00）　 月曜（祝日を除く）　 一般1,400円、高校生・
大学生1,000円　 東名高速道路豊田ICより車で約15分

DISCONNECT/CONNECT 
【ASAO TOKOLO×NOIZ】　
幾何学紋様の律動、タイリングの宇宙

【常滑市・INAXライブミュージアム】

DATE▶2021.4.24-10.12

昨夏やむなくオンライン上で開催された企画展が一年越しに実空間で実現。東
京2020オリンピック・パラリンピックのエンブレムで知られる美術家・野老朝雄

と、建築デザイン事務所noizのタッグ
による、タイル作品と映像、音が織り
なす展覧会。今だからこそ観たい「つ
なげる」空間をお楽しみください。
　愛知県常滑市奥栄町1-130　 0569-
34-8282　 10：00～17：00（最終入館
16：30）　 水曜（祝日は開館）、年末年始
　 一般700円、高校生・大学生500円、
小・中学生250円　 知多横断道路常滑
ICより車で約7分

02ボン・ヴォヤージュ！
―鉄・布・ダンボール　アートの森へ旅にでよう―

【高浜市・高浜市やきものの里かわら美術館】

DATE▶2021.7.3-9.26

異なる素材で作品制作を行う３名の作家、藤沢レオ・森迫暁夫・吉田傑の企画展。
森をイメージした会場では、実物大の生きものからそれらを取り巻く自然・空間をモチー
フにした作品を紹介します。観る・触れる・感じるアートの旅をお楽しみください。
　愛知県高浜市青木町9-6-18　 0566-52-3366　 10：00～17：00（最終入館16：30）
　 月曜、火曜（祝休日の場合は開館、翌水曜休）　 高校生以上600円、中学生以下無料 　知
多半島道路阿久比ICより車で約15分

現代日本を代表する彫刻家・三沢厚彦の人気シリーズ
「ANIMALS」。この夏豊橋市美術博物館に、生き生きとした動
物たちが大集合します。初期作品や平面作品を含めた三沢厚
彦の豊かな世界をお楽しみください。
　愛知県豊橋市今橋町3-1　 0532-51-2882　 9：00～17：00（最
終入場16：30）　 月曜（祝日の場合は翌日）　 一般・大学生1,200
円、小中高生600円　 東名高速道路豊川ICより車で約20分

三沢厚彦 ANIMALS 2021 
in TOYOHASHI

【豊橋市・豊橋市美術博物館】

DATE▶2021.7.17-8.29

生誕160年記念 グランマ・モーゼス展 
- 素敵な100年人生

【中区・名古屋市美術館】

DATE▶2021.7.10-9.5

グランマ・モーゼスことアンナ・メアリー・ロバートソン・モーゼスが本格的に絵を描
き始めたのは70歳を過ぎてから。素朴で温かい農村風景が評判を呼び、アメリ
カの国民的画家といわれるまでになりました。人生100年時代を心豊かに生き
抜くヒントを見つけられそうです。 

（左）展覧会ポスター （右上）名古屋市美術館 外観 
（右下）アンナ・メアリー・ロバートソン・“グランマ”・モーゼス 《窓ごしに見たフージック谷》 1946年 個人蔵
（ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク寄託） © 2021, Grandma Moses Properties Co., NY 

　愛知県名古屋市中区栄2-17-25　 052-212-0001　 9：30～17：00（最終入場16：
30）、7月23日を除く金曜日9：30～20：00（最終入場19：30）　月曜（ただし8月9日は開
館）　 一般1,500円、高校生・大学生1,000円、中学生以下無料　 名古屋高速2号東
山線白川ICより車で約5分

Animal 2016-01 2016年
撮影:渡邉郁弘 Ikuhiro Watanabe

 ©Atsuhiko Misawa, Courtesy of Nishimura Gallery

（上）同展フライヤー表 
（下）会場風景  撮影：河合秀尚
（右）施設外観

春の祭典 2016年  ©Atsuhiko Misawa

© 1988 Studio Ghibli

© 1984 Studio Ghibli・H

© Studio Ghibli

森迫暁夫「モリノコ（一部）」2008
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あいち冷やし旅 グルメ

カントリーレストラン渓流荘

川床で段戸川を眺めながら食事ができるお店。鮎定食は前菜重箱（4品）・鮎塩
焼き一尾・鮎めし・香の物等がついて2,000円。要予約。
　豊田市田津原町静滝17-1　0565-68-3197　 9:00～17:00　 月曜（祝日の場合
は営業、翌平日休）

一 宮 料亭菊水

県内でも屈指の老舗。「涼やか」
をテーマとした平日昼限定のミニ
会席（3,800円、5,000円の2
種）だけでなく、水の流れる青 と々
した日本庭園も見もの。要予約。
　一宮市泉1-4-10　 0586-71-
1234　 11:30～14:00（L.O.13:30）、
17:00～22:00（L.O.21:00）　不定休

暑～い愛知の夏を「冷たい」 「涼しい」  近  場  旅  行 で乗り切ろう！

冷たいグルメやスイーツ、海水浴や川遊びはもちろん、クラフト体験や夕暮れ・夜間プログラムまで、
多彩な企画を80以上展開！ことしの夏は、冷たく涼しい近場旅行で楽しもう！

豊 田

【Aichi Now「冷やし旅」特設サイト：https://www.aichi-now.jp/hiyashi2021/】

絶景の川床で旬を感じる鮎定食
半田赤レンガ建物

お好みのランチ（冷製パスタやカレーなどから選択可）に、お好きな冷たいデザー
ト（酢ムージーor子どもビールゼリー）をセット。お土産付きで1,650円。
　半田市榎下町8　  0569-24-7031　10:00～21:00（L.O.20:30）　 年末年始

レトロな館内で冷たいドリンク付きランチ

100年続く老舗料亭で
頂く「すずかぜ会席」

岡 崎 大正庵釡春本店

職人の衣装に着替えて、ひやむ
ぎを作る体験プログラム。持ち
帰るだけなら2,200円、自身が
打ったひやむぎをお店で茹でて
頂くプランは2,750円。5名以
上、要予約。

　岡崎市中岡崎町6-9　 0564-21-0517　 11:00～14:00（L.O.13:30）、17:00～
20:00（L.O.19:30）　 不定休　 ひやむぎ打ち体験受付は11:00～17:00、水曜休

麦が変身！
本格ひやむぎ打ち体験

豊 田腰掛山荘

川のほとりにある古民家を移築
した趣ある店舗で、自分が釣った
川魚と五平餅を頂くプラン
（2,000円）がスタート。川魚は2
尾保証（塩焼き・フライ）。貸し釣
り具込み。
　豊田市羽布町腰掛17-10　 0565-
90-3474　 10:00～17:00　  水曜

マイナスイオンを
浴びながら頂く川魚＆五平餅

豊 田花乃里

「和」の趣を大切にした情緒豊か
な空間で、四季折々の味覚を活か
した料理を提供。メニューは月替わ
りで、季節感のある御膳を頂ける。
　豊田市岩倉町一本松1-1（フォレスタヒ
ルズ内）　 0565-58-3530　 11:30～
15:00（L.O.14:00）、17:00～20:00
（L.O.19:30）　 月曜、火曜

四季折々の季節を
感じる和食処

豊 橋ホテルアソシア豊橋
ラウンジ シーナリー

豊橋駅直上の「ホテルアソシア豊橋」
内にあるロビーラウンジ。夏季限定で、
大葉のソースを使用したトマトとシーフー
ドの冷製パスタ（1,600円）を頂ける。
　豊橋市花田町西宿（ホテルアソシア
豊橋1F）　 0532-57-1036　 10:00
～22:00（L.O.21:30）　 定休日なし

大葉ソースを使用した
冷製パスタ

おかざき鮎めし街道

岡崎の避暑地「額田」地区では、各店
舗が素材の味を生かした鮎料理をご
提供。額田の清らかな水と空気で育っ
た幻のお米「ミネアサヒ」と共にどうぞ。
［男川やな］　岡崎市淡渕町字日向23
　 0564-82-2089 　10:00～15:00（L.O.
14:00）　 火曜
［かしやま］　岡崎市樫山町字月秋78　 05
64-82-3130　 11:00～22:00　 月曜
（祝日の場合は営業、翌平日休）

鮎本来の奥深さと幻のお米を堪能

豊 橋蕎麦匠まつや

豊橋産の大葉を1人前に約10枚、
たっぷりと麺に練り込んだ青じそうど
んに、豊橋産のミニトマトやうずらの
たまごをトッピングした「青じそとまと」
（1,045円）を夏季限定で提供する。
　豊橋市松葉町3-63-4　 0532-52-4950
　11:30～14:30（L.O.14:00）、17:00～21:30
（L.O.21:00）、日曜は20:30閉店　  木曜、祝日

青じその爽やかな風味が
食欲をそそる名物めん

西 尾 鰻義

本場・三河一色産のうなぎを使った
「うな丼」（うなぎ4切れ）をなんと
1,720円でご提供。有名店「みか
わ三水亭」の系列店だから、高級
店と変わらぬ味を手軽に楽しめる。
　西尾市一色町小藪船江東176（一
色さかな広場1F）　 0563-72-3789
　 11:00～14:00（L.O.13:30）　 水曜

驚きの低価格で堪能できる
三河一色産うなぎ

高 浜 おとうふ工房いしかわ

涼しげなお豆腐は夏に最適。こちら
では国産大豆のみを使った商品を
製造販売。隣接のレストランで実食
可能。第一土曜には朝市も開催。
［おとうふ市場 大まめ蔵］　高浜市豊田
町1-205-5　 ショップ0566-52-0140、
レストラン0566-52-0666　 営業時間
等の詳細は、公式HPにて

青空朝市と
豆腐工場見学

豊 橋 レストラン フォーシーズンズ

ロワジールホテル豊橋内にあるこ
ちらのレストランでは、豊橋市が
生産量日本一の大葉に夏野菜
を添えた、ひんやり感満載のジェ
ノベーゼ（1,500円）をご提供。
　豊橋市藤沢町141　 0532-47-
6101　 6:30～L.O.21:00　無休

豊橋ならではの食材を
生かした冷製パスタセット

豊 川 とよかわクールスタンプラリー

豊川市内の指定のお店で提供される、「クール」
「冷やし」を連想させる飲食・お土産・観光スポット
を楽しむデジタルスタンプラリー。スタンプを集め
ると全員に素敵なプレゼント。参加無料。7月1日
～10月31日実施。詳しくは、豊川
市観光協会HPをチェック。
 　0533-89-2206 豊川市観光協会

あつ～い夏に
とよかわの涼を楽しんで！！

イメージ

＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。 ＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。

岡 崎

webもチェック！

半 田
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この夏、新登場する「あいちスノーブーケ」は、県
内各地のお店がそれぞれの特産品を使って提供
するかき氷の中から、お好きな2品を選べるお得な
クーポン（2,000円）。対象かき氷は全30種で、ま
るでブーケ（花束）のように色とりどりの内容になっ
ている。体験・観光予約サイト「VISIT愛知県」で
購入可能。
　 052-253-6324 三重交通（株）観光販売システムズ

愛知の特産品を使った、
色とりどりのブーケのようなかき氷

「ひんやり紅茶スイーツ」巡り

日本紅茶協会による「おいしい紅茶の店」の認定店舗数（人口1人当たり）が日本一の尾張旭市では、
市内17店舗が参加する「ひんやり紅茶スイーツ」を展開中。甘さと苦みがたまらない、紅茶を使った多
彩な大人スイーツを味わおう。パンフレットは、名鉄尾張旭駅前の尾張旭市観光協会等で受け取れる。
　 0561-52-6500 （一社）尾張旭市観光協会

ありそうでなかった！
大人のおいしさで香り豊かな涼しさを

丈山苑

せせらぎの音が響き渡る庭園を眺めながら、 自慢の夏季限定菓
子「葛きりそうめん」（300円）を食すれば、暑さを忘れてしまうほど
の涼味が口中に。静寂に包まれた涼やかな世界を堪能しよう。
　安城市和泉町中本郷180-1　 0566-92-7780　一般100円、
中学生以下無料、呈茶料350円（お菓子付）　 9:00～17:00（最終
入苑16:30）　月曜（祝日の場合は開苑、翌平日営業）、年末年始

「涼みの庭」を観ながら頂く葛切りそうめん

あいち冷やし旅 スイーツ・フルーツ

　豊橋市駅前大通1-135（ココラアベニ
ュー2F）　 0532-53-8900　 10:00～
20:00　 年中無休

蟹 江

常 滑

かき氷クーポン
「あいちスノーブーケ」各 地

尾張旭 碧 南 碧南と＃ひんやりかき氷

王道のものから新感覚、新ジャンル
の調味料系のものまで、各店舗が
工夫を凝らした様 な々かき氷をテー
マにしたスタンプラリー。スタンプを
2つ以上集めると、豪華景品が獲
得できるチャンスも。 
［問い合わせ］碧南市観光協会　 05
66-95-9894 碧南市役所商工課

碧南市内6店でかき氷を
食べるスタンプラリー

豊 田 The Ninja Mansion

豊田市の山にひっそりと佇む
「The Ninja Mansion」では、新企
画「冷やし五平餅」づくり体験を
用意。冷やし抹茶とのセットで
2,000円。3日前までに要予約。
　豊田市下佐切町日カゲ15　 090-45
65-3544　  11:00集合

おしゃれな古民家で
冷やし五平餅体験

西 尾葵製茶

全国有数の抹茶生産地である西
尾市の葵製茶では、直営カフェ
“茶房AOI”にて、「抹茶点て体験」
と「抹茶かき氷」を楽しめるセットプ
ラン（2,000円）を用意している。
　西尾市上町上屋敷7　 0563-57-2570
　10:00～18:00（L.O.17:00）　 木曜、第4日曜
　 本セットプランは、月曜、火曜、水曜は7日
前までに要予約、金曜、土曜、日曜は予約不可

抹茶点て体験と抹茶かき氷

西 尾茶房茶遊

老舗の「松鶴園本店」に併設されたこちら
のお店では、自社工場の抹茶を使ったス
イーツが人気。写真の「かき氷 西尾城 極
み」とミニグリーンティーのセットは1,500円。
　西尾市上町南荒子50-2　 0563-54-
3360　 平日10:00～18:30（L.O.17:30、
火曜はL.O.16:30）、土曜、日曜、祝日
10:00～19:00（L.O.18:00）　 水曜

老舗のお茶屋さんが作る、
本場の抹茶スイーツ

豊 川創作豊川いなり寿司 
和食処 松屋

豊川と言ったら豊川いなり寿司。そのイメー
ジキャラクター「いなりん」がパフェになって登
場。耳に使われている「揚げ」に加え、豊川
近辺のフルーツがてんこ盛りになっている。
　豊川市門前町5　 0533-86-2825　 11:00
～15:00（L.O.14:30）、17:00～22:00（夜は完
全予約制）　 月曜（祝日の場合は営業、翌平日休）

　田原市堀切町中浜畑111　 090-22
62-7154　 11:00～22:00　 年中無休

見てかわいい、食べておいしい
「いなりんパフェ」登場！

田 原小川農園

マンゴーやライチなど、約70種類
のトロピカルフルーツの木々に囲
まれた迷路のような温室内を探
検。トロピカルフルーツジュース
付きで大人1,000円、子ども
800円。

トロピカルフルーツの
ジャングル探検植物園

西 尾 西条園抹茶カフェ西尾本店

西尾市の抹茶屋の中でも老舗中
の老舗「西条園 あいや本店」に併
設された抹茶カフェ。敷地内の自社
工場で作られた高級抹茶をたっぷり
使用した濃厚抹茶スイーツが豊富。
　西尾市上町横町屋敷15　 0563-
56-2233　 9:30～17:00（L.O.16:00）
　 第1木曜

老舗抹茶店で楽しむ、
本格的抹茶スイーツ

豊 橋 ジェラートサンタ 豊市

豊橋駅前にあるこちらのお店で
は、うずら・すいか・大葉・白桃・巨峰
など、地域の食材を生かした「ご当
地ジェラート」（350円～）を用意。
ジェラート専門店の味を楽しもう。

地元人気店が繰り出す
「ご当地ジェラート」

田 原 マルカ農園観光部

風光明媚な渥美半島の温暖な
自然で育った、優雅な香りと贅沢
な甘さが特徴の「マルカ」のメロ
ン。メロン狩り＋1/4カットメロン
で1,800円～など、各種メニュー
あり。
　田原市池尻町精進川60　 0531-
45-3167　 9:30～15:30　期間中
無休

メロン狩り体験

田 原 ニュー渥美観光

ハウス内に実るメロンは一見の
価値あり！お気に入りのメロンを選
んで収穫しよう。メロン狩り＋1/4
カットメロンで2,100円～など。隣
接する産地市場も要チェック。
　田原市保美町段土165　 0531-
32-0636　 8:30～16:30　 期間
中無休

メロン狩り体験

　稲沢市祖父江町祖父江南方26　 本体験メニューは10:00～
12:00　 問い合わせは、メール（inazawafruits.info@gmail.com）、
またはInstagram（inazawafruitsenで検索）にて

蟹江町観光交流センター祭人（さいと）

蟹江町の特産品で、なか
なか市場に出回らないた
め希少価値の高い「白イ
チジク」を使用した「白いち
じく氷」をご提供。甘強酒
造の20年熟成みりんのお
土産付きで2,000円。
　蟹江町大字須成字川西上371　
　 0567-58-3310　 入館無料　  9:00～17:00
（最終入館16:00）　 月曜（祝日の場合は開館、翌平日休）

不老不死の果実と
氷の夢のコラボ

稲沢フルーツ園

こちらでは、農薬・除草剤不使
用のイチ推しフルーツ「バナ
ナ」を使った、アイスクリームづ
くり体験が7～9月限定で登
場。濃厚な甘みを砂糖不使用
で堪能できる。パッションフルーツの収穫体験とセットで2,000
円。2 日前までに、稲沢フルーツ園公式サイトから要予約。

産地で体験！バナナ
アイスクリームづくり

甘強酒造株式会社

飲む点滴と言われるほ
ど、美容と健康に効果が
期待される甘酒に、好み
の果汁を合わせる「甘酒
スムージー」づくりを体験
できる（2,000円）。平日
と第2土曜の開催（お盆
除く）。

甘酒スムージーで一味
違った夏を感じよう

甘味喫茶 侘助

常滑市内に工房を持つ
憲児陶苑の練り込みの
器に、侘助自慢のコー
ヒーフロートを入れて、テ
イクアウトでご提供（器代
込み1,900円）。色・柄指定、洗浄不可。事前に、名
鉄常滑駅改札前の常滑市観光プラザ（　0569-34-
8888）でチケットの購入が必要。当日可。
　常滑市栄町3-89　 0569-34-7169  11:00～17:00
（L.O.16:30）　  火曜

コーヒーフロートを
常滑焼でテイクアウト

café TSUNE ZUNE

常滑市内に工房を持つ陶
芸家・猪飼護氏の器に、オ
ズ果樹農園の無添加
100%知多半島みかん
ジュースを入れて、テイクア
ウトでご提供（器代込み1,900円）。色・形指定、洗浄不
可。事前に、名鉄常滑駅改札前の常滑市観光プラザ
（　0569-34-8888）でチケットの購入が必要。当日可。
　常滑市栄町7-164　 0569-58-7164　 13:00～18:
00（L.O.17:30）　  火曜・水曜 ※臨時休業あり

みかんジュースを
常滑焼でテイクアウト

岡崎駒立ぶどう狩り組合

岡崎市駒立地区には、季節
ごとに異なるぶどう狩りを楽し
める園が7つあり、それぞれに
プールや川遊び等の設備が
付帯。八丁味噌の郷見学と
セットのタクシープランもある。
　岡崎市駒立町　 0564-45-5151（9:30～16:00対応）  ［デ
ラウェア］大人1,500円、小学生1,100円、幼児800円　［巨峰］
大人1,800円、小学生1,300円、幼児1,000円 など　　タクシ
ープランは、 岡崎市観光協会（　 0564-64-1637）に問い合わせ

ぶどう棚の木陰で
楽しむ、ぶどう狩り

　 予約は「VISIT愛知県」ウェブサイトにて

稲 沢

常 滑

蟹 江

岡 崎

安 城

＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。 ＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。10 11



あいち冷やし旅 地酒・ビール あいち冷やし旅 クラフト体験

半 田半田赤レンガ建物

その昔、カブトビールの工場だった
こちらでは、復刻したカブトビールや
知多半島にある6蔵の冷酒の中か
ら3種を選べるお得なセット（おつま
み付1,650円）を提供してくれる。
　半田市榎下町8　 0569-24-
7031　 10:00～21:00（L.O.20:30）
　年末年始

知多半島の冷たい
アルコール飲み比べ

知 多OKD KOMINKA BREWING

岡田の古い街並みに似つかわしい、
古民家をリノベしたブルワリー。クラ
フトビール醸造家自らが説明する工
場見学を実施中。2名から受付、14
日前までに要予約、5,000円。
　知多市岡田字中谷4　 0562-85-
1360　 9:00～10:00、14:30～
17:00　 月曜、火曜、水曜

クラフトビール工場見学
ツアー（お土産付き）

一 宮 いなせ寅″衛門

一宮産米で醸した、内藤醸造「木
曽三川」の冷酒に、焼き印入りの
木桝をお土産として持ち帰りでき
るセットプラン（1,100円～）を7月
1日～9月30日限定で提供。
　一宮市栄3-7-8　 0586-26-2388
　17:00～23:00（L.O.22:30）、金曜、土曜は
～23:30（L.O.23:00）　 月曜（第2月曜は営業）

一宮産米で醸した
地酒を木桝とともに

一 宮 金銀花酒造

「金銀花酒造」の異なる3種の冷酒
を蔵元で飲み比べできるお得なセッ
ト。美味しいおつまみ付きで1,500
円。7月20日～8月31日の期間限
定。1週間前までに要予約。
　一宮市今伊勢町馬寄字山之小路19
　 0586-73-3282　 10:00～16:00
　 不定休

夏はやっぱり
冷酒で乾杯！

地ビール工房＆地産地消
レストラン ホレ・フェスト

デンパーク内のクラフトビール工房。コク
のあるビールを常時3～4種類製造して
いる。単品でも注文できるが、工場見学
＆飲み放題のパック（2名以上から受付、
7日前から要予約）なら1,200円とお得。
　安城市赤松町梶1（安城デンパーク内）
　 0566-92-7755　 11:00～16:30（L.O.16:
00）　 火曜（祝日の場合は営業、翌平日休）

クラフトビール工場見学＆飲み放題

豊 橋 道の駅とよはし

館内のtemiyo（テミヨ）で購入可
能。完全無農薬レモンを使用した
芳醇な香りのペールエール「大人
の初恋レモン」、豊橋産ブランド
米の甘みとコクを楽しめるイン

ディアペールエール「女神のほほえみ」、生産量全国一を誇る豊橋産大葉を使用
した爽やかな味わいの白ビール「大葉と深呼吸」の全3種。各780円（税込）。
　豊橋市東七根町字一の沢113-2　  0532-21-3500　 9:00～19:00　 無休

豊橋の農産物を使った
オリジナルクラフトビール3種

春日井

com-café三八屋

クラフトビール工房「一宮ブルワリー」併設
のこちらのお店では、7月1日～8月31日限
定で、クラフトビール3種飲み比べセット
（1,500円）を販売。工房見学も楽しめる。
　一宮市本町4-1-9　 0586-27-4838　 18:
00～22:00（L.O.21:30）、金曜、土曜は12:00～
　 日曜、月曜

クラフトビールで乾杯！
一宮ブルワリー飲み比べセット

一 宮

アトリエカノン

好きなビーズを選び、思い通りのデザインに組み合わ
せて焼成する、ベネチアンガラス体験。ネックレス
（1,100円）やイヤリング＆ピアス（1,650円）の金具を
接着して完成（作品は後日郵送、郵送料別途要）。要
予約で、予約の際、「旬感観光あいちを見て」と一言。
　瀬戸市南仲之切町41-9　 0561-58-7804　 10:00
～17:00　  月曜、火曜

ベネチアンガラスのオリジナル
アクセサリーをつくろう

瀬 戸

愛岐トンネル群

尾張瀬戸駅周辺

ヒーリングサロンmarjoram

大正ロマンを感じる古民家「雅休邸」で、知多木綿の糸を使用し
た糸掛け曼荼羅づくりを体験できる。涼しげなインテリアとして最
適。知多市の特産品「佐布里梅」の冷たい梅ジュース付きで
2,000円。3名から受付、3日前までに要予約。
　知多市岡田緑が丘3-16　  0562-77-3124 marjoram　 体験
は10:00～12:00、13:00～15:00のうち、90分程度　 不定休

知多木綿で作る、涼し気な糸掛け曼荼羅製作体験

豊田市小原和紙のふるさと 和紙工芸体験館

小原和紙美術館も併設しているこちらの工房施設では、数々
の和紙工芸の体験プログラムを提供。暑い夏におすすめな
のは、涼し気な「うちわ」（体験料1,200円）や、美しい絵をつけ
る「絵すきうちわ」（体験料1,500円）。10名以上は要予約。
　豊田市永太郎町洞216-1　  0565-65-2953 　 体験受付9:
00～16:00　 月曜（祝日の場合は開館）

小原和紙を使った手すき和紙のうちわ制作体験

瀬戸染付工芸館

年間を通して開催している「誰でも気軽に瀬戸染
付！」を夏休み期間中はパワーアップ。期間限定の魚
の形や風鈴の形をした素焼き生地等に、呉須という
顔料で絵付が体験できる。330～550円。作品は後
日お渡し。郵送の場合、送料別途要（1か月程度掛か
ることも）。
　瀬戸市西郷町98　 0561-89-6001　  10:00～17:00
（最終入館16:00）　  火曜（祝日の場合は開館、翌平日休）

誰でも気軽に瀬戸染付！
青と白が涼しげな“染付”に挑戦！

あま市七宝焼アートヴィレッジ

伝統的工芸品の指定を受けた尾張七宝の作品
鑑賞・製作工程の見学と、夏の涼を呼ぶ風鈴づく
り体験で、尾張七宝を体感できるプログラム
（2,000円）。風鈴の「舌」の部分を製作する。1名
から受付、前日までに要予約。
　あま市七宝町遠島十三割2000　 052-443-75
88　  9:00～17:00　  月曜（祝日の場合は開館、翌
平日休）

七宝焼鑑賞＆七宝風鈴づくり体験

犬山焼窯元 後藤陶逸陶苑

一度は廃されていた窯を、犬山城主・成瀬正寿公
が再開し、犬山藩お庭焼として発展した犬山焼。
夏場は、「陶器の風鈴作り」を2,500円（体験料・
作品1点・焼成費込）で体験できる。完成は1～2か
月後、郵送料別途要。2名から受付、3日前までに
要予約。
　犬山市犬山相生14　 0568-61-0578　 9:00～19:
00　  不定休

夏の風物詩「陶器風鈴作り」体験

安 城

瀬 戸

瀬 戸

あ ま

犬 山

知 多

豊 田

＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。 ＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。

日本3大廃線トンネル群の一つである愛岐トンネル群では、期間限定で「森のビアホール」を開催。街中に比べ、体感
が5℃程涼しく感じられるトンネル内や美しい自然の中で、美味しいビールやサボマ(サボテンと豚肉の串焼)などを堪
能しながら、至福のひとときを。
　7月22日（木・祝）～8月29日（日）の土日祝（15日間）　春日井市玉野町　 0568-81-4141 春日井商工会議所　  第1部13:00～14:30、
第2部15:00～16:30　大人200円、小学生以下無料 飲食費は別途要　 予約はWebから https://kasugai-kanko.jp/event/moribeer/

トンネルで｢涼｣を感じる｢森のビアホール｣

　0561-85-2730 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ※設定日等、詳しくはジェイアール東海ツアーズ WEBサイトを参照。

モノづくりのまち・愛知県瀬戸市ならではの、見た目も涼しげな選べるモノづくり体験に、スイーツ巡りクーポン券
と瀬戸蔵ミュージアム入館券をお得にセット（1,000円）。ジェイアール東海ツアーズWEBサイトにて販売。名
鉄瀬戸線尾張瀬戸駅下車すぐの瀬戸観光案内所（営業時間10:00～17:00）で引換えのうえ、利用できる。

瀬戸蔵ミュージアム入館券付き！選べるモノづくり体験と冷やしスイーツ巡りクーポン
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吉良ワイキキビーチ

エアー式スライダーとしては国内有数の長さ80mを誇る「海
王」と、最大傾斜角45°「クレイジージャンプ・海空」など、様々
なスライダーが勢揃い。宮崎海水浴場に隣接していて、水着
のままで移動できる。
　 7月31日（土）～8月22日（日）　 西尾市吉良町宮崎　 0563-32-
3721 三河湾リゾートリンクス内事務局 　 ワンデーチケット：大人
1,500円、小人1,200円、幼児800円 半日券：大人1,000円、小人
800円、幼児500円

スライダーパーク

豊 田

　刈谷市神田町3-47-1 
　 0566-22-9371　 入園無料、遊具は1回20～100円 　9:00
～16:30（大型遊具の運転は16:00まで）　 水曜（祝日の場合は
翌平日）※7月21日（水）～8月31日（火）は毎日開園（雨天等を除く）

あいち冷やし旅 海・川・プール等

　豊橋市牛川町～大村町間　 0532-51-2506 
豊橋市役所土木管理課　 無料　 ［4～9月］
8:00～12:00、13:00～18:00　 無休

　犬山市栗栖字古屋敷1-1（桃太郎
公園内）　 0568-67-3910　 大人
9,000円、中・高校生8,000円、小学
生7,000円

　 052-659-6777　 大人300円～1,500円（小
学生は半額。未就学児は、大人1人につき1人無
料。2人目から小人運賃）

南知多

南知多南知多

まめじろうの浜焼き王国

内海海水浴場の目の前でBBQ
ができるスポット。水着のままで楽
しめる上、道具、食材、飲み物、全
て用意してくれるのも嬉しいポイ
ント。2日前までに要予約。

海水浴場目の前で
手軽にBBQ！

海鮮料理の民宿 松新

釣りを始めたい人、必見！こちらで
は、竿、仕掛け、エサ、氷が付いた
体験プラン（大人6,500円、小人
6,000円）を用意。地魚を釣っ
て、美味しく味わおう。3日前まで
に要予約。 
　南知多町大字片名字新師崎16-7
　 0569-63-1173　 日曜

初心者も安心の
海釣り体験！

　南知多町大字内海字新田48-1　 05
69-62-1171　 BBQセット：2,500円／1
名、海鮮BBQセット：3,500円／1名

竹米商店

自分で釣った魚をおいしい干物に
加工するプログラム。魚はお店で
用意することも可能。多少、汚れ
てもよい服装のご用意を。4名以
上から受付、7日前までに要予約。
　南知多町大字豊浜字東之浦159
-3　 090-1782-8473　 1,500円～
　 日曜

釣ったお魚を
干物にしよう！

岡 崎 本宮山自然休養村 
男川やな

すがすがしい額田の自然の中、男川
のやさしい風が涼味満点のスポット。
春から秋にかけてはやな場で鮎のつ
かみどりや川遊び、バーベキューや鮎
料理などを楽しめる。詳細はHPにて。
　岡崎市淡渕町字日向23　 0564-82-20
89　 鮎つかみどり：1,610円～  バーベキュー：
中学生以上2,500円～、3歳以上1,610円～

自然の中で鮎のつかみどり！

日間賀島東浜海水浴場

「いかだ」づくりやシュノーケリング、シーカヤックなど、子供
たちの夢や冒険心をくすぐる魅力がいっぱいのイベント。
詳しくは日間賀島観光協会のHPをチェック。
　 7月22日（木・祝）～25日（日）、7月31日（土）～8月22日（日）
　 南知多町日間賀島　 0569-68-2388 日間賀島観光協会

キッズアドベンチャー

　 7月10日（土）～10月31日（日）　 豊田
市小渡町間ヶ島12-1　 0565-68-2255
　 料理1,500円～　 10:00～20:00
（最終受付19:00）　 期間中無休

おど観光やな

観光やなのメッカである矢作川にあ
るこちらのやなでは、小さな子どもで
も遊べる小さな池もあり、家族みんな
で涼しい時間を過ごすことができる。

矢作川が一望できる
やなで鮎のつかみどり

刈谷ハイウェイオアシス 岩ヶ池公園

こちらには、子どもが水
と楽しめる親水施設を3
つ設置。足元から噴き
出す小噴水や霧状のミ
スト噴水がある広場の
ほか、ジャンボシャワーが
ある広場もあって人気。
　刈谷市東境町吉野55　 0566-35-0211　 無料
　  毎月15日（土曜、日曜、祝日の場合は開園、翌平日休）

ジャブジャブ・ミスト噴水と親水広場

安 城デンパーク

子どもが楽しめる「ジャブジャブ池」
のほか、安城産いちじくを使ったオリ
ジナルかき氷の販売、地元「和泉そ
うめん」を使った流しそうめんなど、夏
限定のコンテンツが盛りだくさん。
　7月17日（土）～8月31日（火）※7
月17日（土）は無料開園日　安城市
赤松町梶1　 0566-92-7111　 大人700円、小中学生300円　 通常9:30～17:00
　 火曜（祝日の場合は開園、翌平日休）

サマーフェスティバル

豊 橋

犬 山

西 尾

クルーズ名古屋

ささしまライブから、日帰り温泉施設があるキャナル
リゾート、ららぽーとがあるみなとアクルス、名古屋
港水族館があるガーデンふ頭、レゴランド®・ジャパ
ンやリニア・鉄道館がある金城ふ頭などを結ぶク
ルーズ。運航日・運賃の詳細は公式HPをチェック。

名古屋の街中や名古屋港を巡る
クルーズ観光

YHAラフティング

木曽川は、名古屋から近く、気楽
にアクセスできるラフティング・ポイ
ント。激流のドキドキ感はもちろん、
のんびりした風光明媚な景色も楽
しめる。3日前までに要予約。

親子で木曽川
ラフティング

　7月10日（土）～9月12日（日）※期
間中、休園日あり　犬山市大字犬山
字官林26　 0568-61-0870　 900
円＋入園料（中学生以上1,300円、2
才以上800円）

犬 山 日本モンキーパーク

高さ20mまで噴き上がる巨大噴
水「フキダース」や全長80mの「ス
リリングスライダー」など、大人から
幼児まで、みんなで楽しめるプール
のテーマパーク。事前予約制。

水の楽園モンプル

［ふるさとガイドおおぶの予約］　 0562-
51-4329 KURUTOおおぶ　 無料

大 府 明神樋門･
明神川逆水樋門

樋門とは、川や排水路の堤防を交
差するトンネルのこと。こちらの樋
門は、築100年以上経過する現
在も現役。今年2月に国の登録有
形文化財に登録された。14日前ま
でに予約すれば、地元ガイドが案
内してくれる。

川と川が立体交差！
築100年以上の現役史跡！

　犬山市犬山北白山平2番地先　 05
68-61-2727　 昼鵜飼（食事なし）：大
人3,000円、小人1,500円 夜鵜飼（食事なし）：大人3,000円、小人1,500円※食事付
はオプション

犬 山木曽川うかい

国宝犬山城を背景に、鵜匠の巧
みな手縄さばきに促された鵜たち
が、鮎をはじめとする川魚を捕ら
える「うかい」。こちらでは、昼or
夜、船上食事付o rなしから選べ
る。要予約。

1300年の伝統を
誇る歴史絵巻

知 多 サーフ＆ウインドショップ
エアーボーン新舞子

トレードマークの2基の風車が見
える知多市の新舞子海岸で、
SUPヨガを体験！インストラクター
が丁寧に指導するので、初心者
でも安心。3名から受付、7日前ま
でに要予約。
　知多市新舞子大瀬7　 0569-43-
7555　 6,050円

さわやかSUPヨガ体験

牛川の渡し

豊川の両岸を結ぶ、こちらの渡し
船は、竿を用いて人力で船を動か
すスローな雰囲気が楽しめる。自
転車も乗船できるため、サイクリン
グルートのアクセントとしても人気。

清流豊川（とよがわ）の涼風を
感じて、牛川の渡し体験

名古屋

南知多

刈 谷

フローラルガーデンよさみ

花と緑があふれる公
園として整備されたこ
ちらでは、噴水などがあ
る親水広場もあって、
子どもたちに人気と
なっている。
　刈谷市高須町石山
2-1　 0566-29-4330
　 無料

子どもが遊べて涼める親水広場
刈 谷

交通児童遊園

キッズコースターやゴー
カート等を驚きの低価格で
楽しめる遊園地。園内に
は、無料で利用できるじゃ
ぶじゃぶ噴水池もある。

一日たっぷり楽しめる遊園地
刈 谷

＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。 ＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。14 15



中部電力 MIRAI TOWER

クリエイティブカンパニー NAKED,INC.が贈る、名古屋の夜景×
プロジェクションマッピングによる幻想的な旅。展望会で涼を感じな
がら、360°の夏夜に広がる美しい世界が体験できる。
　7月１日（木）～　名古屋市中区錦3-6-15先　 052-971-8546　 高校生以上
1,600円、小中学生1,000円　 平日・日曜＝日没後～21:00（最終入場20:30）、
土曜＝日没後～21:40（最終入場21:10）＊詳細はHPで確認を　　9月11日（土）

NAKED SKY CRUISING

葡萄のふくおか

照明により夜の畑を装飾し、絵本の世界観を体験でき
る空間で、葡萄のふくおか産のぶどうを使ったジュース
やワイン、スイーツ(アニーのアイスクリーム・銘菓きよめ
餅)を味わいながら、ユニークなぶどうのパフォーマンス
等が楽しめる。9月22日までにWebサイト「まちミル博覧
会」で要予約。
　9月30日（木）＊荒天時、翌日に順延　 18:00～20:00　 日進市
赤池町長田地内　 3,000円（コラボスイーツ付）、未就学児無料

畑の環境を生かしたナイトグランピングイベント

岡崎城下舟あそび
夕暮れ時の乙川で涼を感じ、キャンドルライトの灯火が揺れるグランピング仕様の
舟で楽しむボートグランピング。ライトアップされた3つの橋と岡崎城の眺めを楽し
める。野鳥の観察も可能。2名から受付、前日までに要予約。
　7月17日（土）～8月29日（日）の金・土・日・祝　［乗り場］東岡崎船着場（オトリバーサイド
テラス下）　 090-9194-4629（10:00～17:00）　 大人1,500円、60歳以上1,000円、
高校生以下500円、3歳以下無料、ワンちゃん500円　 18:30発、19:30発　※所要約
60分。予約の上、10分前までに集合

ボートグランピング

愛知牧場

プロが選んだ国産手持ち花火を特設会場で楽しん
だ後には、迫力満点の仕掛け花火が、夏の終わり
を演出。家族や恋人、友人と素敵な思い出を作ろ
う。各日最大150組限定（1組あたり4人まで）。9月
15日までにWebサイト「まちミル博覧会」で要予約。
　9月25日（土）・26日（日）　18：00～19：30（受付
16：00～17：30）　 日進市米野木町南山977　1組
4,000円（ソフトドリンク1杯／人、手持ち花火付） 

初開催！期日限定の
プライベート花火大会

博物館明治村

夏恒例の夜間延長開村。ラ
イトアップされた歴史的建造
物と間近で見られる鮮やかな
花火の大競演を楽しめる。通
常に比べ、お得な入村料も
嬉しい。
　 8月1日（日）・7日（土）～15日
（日）・21日（土）・22日（土）・28日
（土）・29日（日）　犬山市内山1
　 0568-67-0314　［16:00
以降］高校生以上550円、中学
生以下3 0 0円　 1 6 : 0 0～
21:00 

明治の街で夏祭り、
宵の明治村

三河湾リゾートリンクス
三河湾サンセットクルーズで優雅に夏の夕暮れを満喫維摩池

豊かな緑に囲まれ、自然環境に恵まれた維摩池。その北側にある維摩池北芝生
広場を1,000本のキャンドルで彩るイベント。雨天中止。
　9月11日（土）　 尾張旭市新居町今池下　 0561-52-6500 （一社）尾張旭市観光
協会　 無料　 17:00～20:30 

維摩池キャンドルナイト

リトルワールド
ライトアップされた世界の建物を巡ったり、世界のグルメを楽しんだり！昼間とは違い、
涼しい雰囲気の中で海外旅行気分を体験できる。フィナーレに揚がる花火も楽しみ。
　8月7日（土）～15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）　 犬山市今井成沢
90-48　 0568-62-5611　 大人1,800円、シルバー（65歳以上）1,400円、中高生
1,100円、小学生300円、幼児（3歳以上）100円

ナイトフェスティバル

三河湾の絶景を楽しむ夕暮れのロマンチックなショートクルーズで、潮風とともに味わう優雅な
ひとときを。日没の1時間前集合、所要約2時間（乗船時間は約1時間）。3日前までに要予約。
　7～9月の土曜、日曜　 西尾市吉良町宮崎中道下15　 0563-32-3711　 2,200円
（大人・小人同額、未就学児無料）　 参加者が少ない場合、運航されません。

星名池

星名池では、毎年6月下旬ごろから7月下旬ごろまで、池一面の蓮を観賞できる。蓮は午前中
に花が開き、午後に閉じる性質があるため、午前中の観賞がおすすめ。ガイドによる説明も可
能（要予約、　 0562-51-4329）。

蓮の観賞・散策、ガイドによる説明も

　田原市堀切町南原135 　0531-23-2525 道の駅田原めっくんはう
す　 大人3,500円（お土産付き）、高校生以下無料

渡会理史

日本夜景遺産にも選ばれている田原市の夜景。ここにしかない夜
景の正体は、田原市が誇る日本一の電照菊温室。ツアーでは、普
段、外からしか見ることができない温室内を花名人が心を込めて案
内してくれる。2名から受付、3日前までに要予約。

花名人が案内する電照菊ナイトツアー

西 尾

大 府

田 原

犬 山

日 進

日 進

岡 崎

豊 橋

犬 山

名古屋

のんほいパーク
昼とは違う動物たちの姿を観察できるナイトZOO。グルメエリアも充実しており、休
憩をはさみながら長時間楽しめるのがポイント。他にも遊園地乗り放題や大道芸、
自然史博物館の「ナイトミュージアム」など、企画が盛りだくさん。
　 7月22日（木・祝）～9月26（日）の土日祝、7月30日（金）、8月6日（金）・10日（火）～13日（金）・20日（金）・27日
（金）　 豊橋市大岩町大穴1-238　 0532-41-2185　 大人1,500円、小中学生700円　 17:00～21:00 

動物もグルメも楽しめる「ナイトZOO」

尾張旭

あいち冷やし旅 夕暮れ・夜間イベント

あいち冷やし旅 お花

＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。 ＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。

　大府市北崎町福池8　  0562-45-6225  大府市役所農政課　 無料
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あいち冷やし旅 ミュージアム あいち冷やし旅 お寺

あいち冷やし旅 ガラス

　名古屋市港区港町1-9先
　 052-652-1111　 高校
生以上300円、小・中学生
200円　 9:30～17:00（最
終入館16:30）　 月曜（祝日
の場合は開館、翌平日休）

一宮市三岸節子記念美術館

こちらでは、夏の期間、札幌生まれのご当地絵本『おばけのマール』シリーズの原
画展を開催。期間中は、観覧券と記念グッズ、ドリンクチケットをお得にセットしたプ
ラン（大人1,200円）も設定される。
　7月10日（土）～9月1日（水）　 一宮市小信中島字郷南3147-1　 0586-63-2892
　 ［企画展通常料金］一般800円、高大生400円（コレクション展観覧料を含む）、中学
生以下無料　 9:00～17:00（最終入館16:30）　 月曜（祝日の場合は開館、翌平日休）

企画展「『ぼく おばけのマール』絵本原画展」

岡崎市美術博物館

「ゲゲゲの鬼太郎」で知られ
る漫画界の鬼才・水木しげる
の多彩な画業に迫る展覧
会。妖怪たちを観て、背筋が
寒くなる体験をぜひ。

　7月31日（土）～9月26日（日）　 岡崎市高隆寺町字峠1　  0564-
28-5000　 高校生以上1,200円、中学生以下無料　 10:00～17:
00（最終入館16:30）　 月曜（祝日の場合は開館、翌平日休）

水木しげる
魂の漫画展

マスプロ美術館

入館時にもらえる古地図などをヒントに、浮世絵の中に逃げ込んだ呪霊を呪具（スマホによるAR）を使って見
つけ出そう。午前2組、午後3組、夜2組（木曜のみ）の限定企画。Webサイト「まちミル博覧会」で予約できる。
　8月2日（月）～9月30日（木）　 日進市浅田町上納80　  入館料：大人500円、小中学生250円　企画参加料
300円　 9:00～17:00（期間中の木曜のみ20:00）（最終入館30分前）　 土曜、日曜、祝日（ただし、第2・第4日曜は開館）

時は明治！黒船から現れた呪霊を祓え…今、横浜から旅がはじまる。

南極観測船ふじ

かつて、南極観測船として
活躍した「ふじ」の船内見
学では、南極観測船の役
割や、南極観測の意義、
南極の自然などについて
知ることができる。船内は
夏でも涼しくて快適。

南極の寒さを
想像して楽しもう

名古屋市科学館

館内の水のひろばでは、水の性質に関する実験が楽しめる。また、1時間ごとに、光と
音の演出による雲、雨、川、海とつながる水の循環ショーも観覧することができる。
　名古屋市中区栄2-17-1　 052-201-4486　 ［展示室とプラネタリウム］大人800円、
大学・高校生500円、中学生以下無料　［展示室のみ］大人400円、大学・高校生200
円、中学生以下無料　 9:30～17:00（最終入館16:30）　 月曜（祝日の場合は開館、翌
平日休）、第3金曜（祝日の場合は開館、第4金曜休）

２０ｔの水を使った大型展示で水のショーが楽しめる

名古屋港水族館

優雅に泳ぐシャチや、日本最大のプールで行われるイルカパフォーマンス、マイワシのトル
ネードなど、見どころ満載の水族館。館内に一歩足を踏み入れた瞬間から涼しさ満点。
　名古屋市港区港町1-3　 052-654-7080　 高校生以上2,030円、小・中学生1,010円、
4歳以上500円　  9:30～17:30、7月17日（土）から8月31日（火）は20:00まで延長開館（最
終入館は閉館の1時間前まで）　 月曜（祝日の場合は開館、翌平日休）

国内最大水量を誇る水族館で涼しく過ごそう名古屋

名古屋

楽天トラベルでは、お宿オリジナルの「冷やし旅」宿泊プランを販売中！

楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」では、愛知県内の宿泊施設が工夫した、冷たい、涼しいサービス等が
付いた宿泊プランを販売中。せっかく出かけるなら、近場旅行でも泊りがけで！

楽天トラベル「冷やし旅」特設サイト https://travel.rakuten.co.jp/movement/aichi/202107/

豊 川

豊 田一 宮

岡 崎

日 進

知 多

西 尾

風鈴寺の異名を持つ増福寺で風鈴奉
納などが行われるほか、周辺の商店街で
も風鈴絵付けなどのイベントを開催。一
帯は風鈴の涼しい音色に包まれ、涼や
かな雰囲気に。
　 7月18日（日）～
8月31日（火）　豊
田市小渡町一帯
　0565-68-3653 
旭観光協会

栖光院

都会の喧騒から離れた曹洞宗寺院で、無心に坐禅をして
法話を静聴したあと、冷たい抹茶で喉を潤す。正に静と動
を体験できる時間。4人から受付、14日前までに要予約。
　知多市八幡観音脇25　 0562-32-1557　 1,500円
　 13:00～17:00の間で応相談

坐禅と冷やし抹茶のふるまい

三河工芸ガラス美術館

「世界最大の万華鏡」でギネスブックに載った当館では、自分だけの「かき氷型のステンド
グラスランプ」作りを体験できる。体験料3,300円+入館料(大人720円、小学生460円、
幼児310円)。サンドブラスト・ヨット柄グラスの作成体験も可能（1,530円～)。要予約。
　西尾市富山町東郷5　 0563-59-3334　 10:00～17:30（最終入館17:00）　 月曜・第1火曜

涼しげな「かき氷」型ステンドグラスランプを作ろう

豊川稲荷とその周辺

ディスタンス提灯と言われるオリジナル提灯を用意
し、参加型で幻想的な雰囲気を演出。周辺の商店
街では夜市も開催される。

豊川稲荷表参道では、来訪者ひとりひとりが7色
の風鈴に願い事を書き加える「ご縁風鈴まつり」
も開催中。約500個の風鈴が風になびきます。

　7月22日（木・祝）～31日（土）　 18:00～23:00（最終入場
22:00）※7月22日（木・祝）は20:00～23:00　 豊川市豊川
町1周辺　 0533-89-2206 豊川市観光協会　 ［前売券］
大人800円、小人500円［当日券］大人1,000円、小人600円

YORUMO-DE

増福寺
小渡夢かけ風鈴

イメージ

名古屋

絵本「おばけのマールとモーニングのあとで」（文・けーたろう 中西出版）原画 2021年 なかいれい
©Rei Nakai　NAKANISHI PUBLISHING CO.,LTD

「悪魔くん」　1985年　©水木プロダクション

＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。 ＊新型コロナウイルスの感染状況や、それに基づく政府・自治体の要請等により、変更や中止等の措置が行われることがあります。お出かけ前に、必ず現地にお問い合わせください。18 19



ボランティアガイドとめぐる 街歩き
一度は訪れたことがある街でも、地元のボランティアガイドの皆さんと歩けば一歩踏み込んだ
お話を聞くことができるはず。あなたの知的好奇心を満たす、新しい発見の旅へでかけましょう。

7th.手羽先サミット® 2021
名古屋のランドマークに全国から手羽先が大集結！

1

地元名古屋はもちろん、北は北海道、南は九州まで
全国各地の手羽先が勢ぞろい。郷土の味とフュー
ジョンした手羽先をご賞味あれ。来場者による投票
で世界一の手羽先グランプリが決まります。SDGs
への取り組みとして、手羽先の骨をたい肥にしてリサ
イクルしたり、家庭で出た使用済み食用油をペットボ
トルやビンに入れて持参すると、エコ石鹸に交換して
もらえるキャンペーンも開催されます。美味しく楽しく
環境について学べるイベントです。

　徳川美術館は、徳川家康の遺品を中心に、初代義直（家康九男）以下、代々の遺愛品、いわゆ
る「大名道具」を1万件余り納める美術館です。「国宝 源氏物語絵巻」をはじめ、国宝9件、重要
文化財59件など、徳川美術館ならではの種類の豊富さ、質の高さ、保存状態の良さを誇ります。
　解説員の皆さんは熱意をもってボランティア活動に取り組まれており、徳川美術館の魅力はもち
ろんの事、見るだけではわからない歴史の奥深さや裏話などについても丁寧にお話ししてくれます。
地元の歴史や文化について楽しく学ぶチャンスです。ぜひ徳川美術館に行った際には解説ツ
アーに参加してみてください。事前予約は不要ですが、解説開始時間が決まっていますのでご注
意ください。充実した体験が待っています。

地下鉄丸の内駅８番出口から徒歩２分、名古屋駅からは
送迎バスも運行しています。丸の内はオフィス街ということ
もあり夜は静かでゆっくりくつろげる環境です。ビジネスマン
向けにお弁当付き出張プランやデイユースプランなどをご
用意。45名収容の会議室はイベントやセミナー開催時に
最適です。新型コロナウイルス感染拡大防止として徹底し
た消毒が行われているため、安心してご利用いただけます。

申込受付の方法／事前予約不要（20名様以上の団体は3週間前までに要予約）
※現在新型コロナ感症染拡大防止策のため中止している場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
ガイドコース／平日：ロビー～名品コレクション展示室～蓬左文庫展示室～本館展示室（外観のみ）
土曜、日曜、祝日：ロビーのみ
ガイド人数／最低1名より
ガイド料金／無料
ガイド受入時間／平日：11：00、13：30、15：00、
土曜、日曜、祝日：10：30、11：30､13：30､14：30
所要時間／平日：約1時間、土曜、日曜、祝日：約15分
電話番号／052-935-6262

木下大サーカス2

30年ぶりの豊川公演！世界を驚かせた
数々のパフォーマンスが豊川で披露され
ます。歴史的瞬間をお見逃しなく。

久屋大通公園エディオン久屋広場
050-3385-2387　
6日（金）16：00～21：00
7日（土）11：00～21：00
8日（日）11：00～21：00
9日（月・休）11：00～19：00
※雨天決行
入場無料

木下大サーカス

手羽先サミット

名鉄豊川線八幡駅前特設会場
9月13日（月）まで／0532-39-3330
9月14日（火）から／0533-95-1800
大人・前売り2,900円（当日3,300円）、
小人・前売り1,900円（当日2,300円）
※小人は3才～高校生
東名高速道路音羽蒲郡ICより車で約
15分

第23回にっぽんど真ん中祭り
「テレどまつり」
3

今年のどまつりは、「市街地開催×オンラ
イン配信」のハイブリッドで開催。オンライ
ンでは、全国各地、また海外から参加の
ご当地自慢の見応え抜群な演舞動画が
一挙に集結！※市街地開催は8月27日
（金）～29日（日）

どまつり
©にっぽんど真ん中祭り

久屋大通公園会場、どまつり公式
YouTubeチャンネル、ニコニコ生放送
052-241-4333

愛知県名古屋市中区丸の内1-4-20
052-223-1045

TRAVEL INFORMATION
各地のHOTなイベントをご紹介

トラベルインフォメーション

2021
8.6（金）
～8.9（月）
in名古屋

2021
9.19（日）
～12.5（日）
in豊川

2021
8.26（木）
～8.29（日）
in名古屋

徳川美術館 ボランティアの会

徳川美術館の概要や、

各展示室の特徴・見どころをご案内

pick up

▲美術に対する理解と関心を深め、文化の向上をはかることを目的としています。

新会員紹介

東横INN名古屋丸の内

20 21新型コロナウイルス感染拡大防止策として、掲載情報に変動が発生している場合がございます。詳しくは各お問い合わせ先へご確認ください。



あいちおでかけカレンダー
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、掲載情報に変動が発生している場合がございます。

詳しくは各お問い合わせ先へご確認ください。
A I C H I  O D E K A K E  C A L E N D A R

開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問い合わせ先／電話番号

※各イベントの開催日は変更または中止となる場合もございます。主催者にご確認のうえお出かけください。
※お問い合わせ先・電話番号については、曜日・時間によって対応できない場合がございますので、ご了承ください。

開催中 おりもの感謝祭一宮七夕まつり 7月31日まで　一宮市一帯 おりもの感謝祭一宮七夕まつり協進会　0586-28-9131

ブルーベリー摘み取り 8月上旬まで　豊根村内ブルーベリー農園9ヶ所 豊根村観光協会　0536-87-2525

ブルーベリー狩り 8月中旬まで　IRAGOブルーベリー（田原市） IRAGOブルーベリー　0531-32-1727

海水浴 8月31日まで　西浦温泉パームビーチ（蒲郡市） 西浦観光協会　0533-57-2195

海水浴 8月22日まで　三河大島（蒲郡市） 蒲郡市観光協会　0533-68-2526

渓流マス釣り 8月31日まで　川宇連地区横平川マス釣り場（豊根村） 大入川漁業協同組合　0536-85-1204

茶臼山インサマー 8月31日まで　茶臼山高原（豊根村） 茶臼山高原協会　0536-87-2345

『世界の徳永』フォトギャラリー DC-3 写真展 8月31日まで　あいち航空ミュージアム（豊山町） あいち航空ミュージアム　0568-39-0283

竹あかりづくり体験 8月31日まで　吉胡貝塚資料館（田原市） 吉胡貝塚資料館　0531-22-8060

山の大自然　夏休みは川遊びで大満喫！ 9月5日まで　グリーンステージ花の木（豊根村） グリーンステージ花の木　0536-87-2203

渥美半島メロンロード メロンにめろめろスタンプラリー2021 9月12日まで　渥美半島一帯 渥美半島観光ビューロー　0531-23-3516

メロン狩り 8月31日まで　渥美半島一帯 渥美半島観光ビューロー　0531-23-3516

ウォーターパーク 9月26日まで　ラグーナテンボス（蒲郡市） ラグーナテンボス　0570-097117

ブルーベリー狩り 8月31日まで　ブルーベリーのこみち（豊田市） ブルーベリーのこみち　0565-82-3365

ジュラ ・ サマー 9月26日まで　ラグーナテンボス（蒲郡市） ラグーナテンボス　0570-097117

旭色＆ひんやり紅茶スイーツデジタルスタンプラリー 9月30日まで　尾張旭市内参加店 （一社）尾張旭市観光協会　0561-52-6500

碧南と「＃ひんやりかき氷」スタンプラリー 9月30日まで　碧南市内参加店 碧南市観光協会　0566-95-9894

太田川駅前リアル謎解きゲーム 参上！怪盗オーキッド 10月10日まで　東海市観光物産プラザ（東海市） 東海市役所　052-603-2211

トヨタ博物館でSDGsを考える 10月17日まで　トヨタ博物館（長久手市） トヨタ博物館　0561-63-5151

とよね里山スタンプラリー 11月7日まで　豊根村内行楽施設20ヶ所 豊根村観光協会　0536-87-2525

GOGOサイクルスタンプラリー 11月30日まで　渥美半島一帯 田原観光情報サービスセンター　0531-23-2525

サマーフェスタ 8月29日まで　138タワーパーク（一宮市） 国営木曽三川公園138タワーパーク　0586-51-7105

サマーナイトアクアリウム 8月31日まで　名古屋港水族館（名古屋市） 公益財団法人名古屋みなと振興財団　052-654-7080

わんわんプール解放 8月31日まで　わんわん動物園（岡崎市） わんわん動物園　0564-26-3884

内田家お楽しみデー 7月18日まで、他8月15日、9月19日　旧内田家住宅（南知多町） 南知多ボランティアガイド事務局　0569-62-3100

日 旭マルシェ「あさひ照ラス」 他8月15日、9月19日　旭観光協会周辺 旭観光協会　0565-68-3653

壱町田湿地植物群落一般公開 他8月7・8日、9月11・12日　壱町田湿地 武豊町歴史民俗資料館　0569-73-4100

ウォーターレース 8月31日まで　わんわん動物園（岡崎市） わんわん動物園　0564-26-3884

小渡夢かけ風鈴 8月31日まで　豊田市小渡町一帯 旭観光協会　0565-68-3653

ナイター営業 8月31日まで　わんわん動物園（岡崎市） わんわん動物園　0564-26-3884

22 木・祝

金・祝

いなり楽市 7月25日まで　豊川稲荷周辺商店街（豊川市） 豊川市役所都市計画課　0533-89-2147

森のビアホール 8月29日まで、7月22～8月29日の土日祝全15日間
事前予約制　愛岐トンネル郡 3号トンネル付近（春日井市） 春日井市観光コンベンション協会　0568-81-4141

キッズアドベンチャー 7月25日まで、他7月31～8月22日　
日間賀島東浜海水浴場（南知多町） 日間賀島観光協会　0569-68-2388

2021ナイトZOO 7月25日まで、他7月30～8月1日、6～15日、20～22日、27～29日、9月土日祝
のんほいパーク（豊橋市） のんほいパーク　0532-41-2185

縁日参りプロジェクト ～YORU MO-DE（ヨルモウデ）～ 7月31日まで、他8月22日、9月22日
豊川稲荷及び周辺商店街（豊川市） 豊川青年会議所　0533-86-9223

8月31日まで、他9月4・5、11・12、18・19・20日
ラグーナテンボス（蒲郡市）

プラモデルコンテスト作品展 8月31日まで　あいち航空ミュージアム（豊山町） あいち航空ミュージアム　0568-39-0283

プラモデルコンテスト審査発表及び講評、スペシャルトークショー あいち航空ミュージアム（豊山町） あいち航空ミュージアム　0568-39-0283

木檻の庭 8月31日まで　ラグーナテンボス（蒲郡市） ラグーナテンボス　0570-097117

ナイトプール ラグーナテンボス　0570-097117

金魚絵師 深堀隆介×博物館明治村「金魚桶」 9月5日まで（休村日を除く）　博物館明治村（犬山市） 博物館明治村　0568-67-0314

リアル謎解きゲーム「金魚姫ともう1つの金魚祭」 9月5日まで（休村日を除く）　博物館明治村（犬山市） 博物館明治村　0568-67-0314

博物館明治村×明治東亰恋伽「めいこい時間旅行5」 9月5日まで（休村日を除く）　博物館明治村（犬山市） 博物館明治村　0568-67-0314

23 夏季仏教講座 豊川稲荷（豊川市） 豊川稲荷　0533-85-2030

開催日 イベント名 期間／主な開催場所 お問い合わせ先／電話番号

7/24

18

土7/ 17

土 国府夏まつり 7月25日まで　大社神社（豊川市） 大社神社　0533-88-9622

ナイトバーベキュー 7月25日まで、他7月31、8月1、7～9、12～15、21・22、28・29日
魚太郎本店（美浜町） 魚太郎本店　0569-82-6188

観光体験博覧会たはら巡り～な 3月31日まで　田原市一帯 田原市役所商工観光課　0531-23-3522

水 遊べる太田川 7月30日まで、他8月18～20日
太田川駅前イベント広場（東海市） 東海市役所　052-603-2211

土 国府宮・除疫祭並輪くぐり 尾張大國霊神社（稲沢市） 尾張大國霊神社　0587-23-2121

MIKAWA de 遊び100　夏 9月30日まで　三河各所 遊び100実行委員会事務局　0533-68-2526

「アクア ウィンド」バックドロップオープン ラグーナテンボス（蒲郡市） ラグーナテンボス　0570-097117

市制50周年記念田んぼアート 8月中旬まで　城山公園旭城前田んぼ（尾張旭市） 尾張旭市市民生活部産業課農業支援室　0561-76-8133

8/1
2

日 宵の明治村 他8月7～15、21・22、28・29日　博物館明治村（犬山市） 博物館明治村　0568-67-0314

月 神葭祭 8月3日まで　天王川公園（津島市） 津島神社　0567-26-3216

土 七宝職人大集合 あま市七宝焼アートヴィレッジ あま市七宝焼アートヴィレッジ　052-443-7588

夏休み発見☆体験ミュージアム 他8月8、21、22日　トヨタ産業技術記念館（名古屋市）
※事前予約制 トヨタ産業技術記念館　052-551-6115

黒岩祇園祭 黒岩石刀神社（一宮市） 黒岩祇園祭保存会　0586-51-0622

みたま祭り 8月8日まで　豊川稲荷境内及び駅前通り 豊川稲荷　0533-85-2030
愛・地球博開催継承事業 瀬戸蔵ロボットアカデミー
夏休みロボットワークショップ 8月9日まで　瀬戸蔵（瀬戸市） 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会　0561-85-2730

花火スペクタキュラ　FLAME 他8月7～15日まで、21・22日　ラグーナテンボス（蒲郡市） ラグーナテンボス　0570-097117

マッスルプールパーク2021 8月15日まで　ラグーナテンボス（蒲郡市） ラグーナテンボス　0570-097117

山の日フェスタ 8月15日まで　茶臼山高原（豊根村） 茶臼山高原協会　0536-87-2345

「九万九千日」功徳万倍日 寂光院（犬山市） 寂光院　0568-61-0035

火 田峯念仏踊り 田峰観音（設楽町） 設楽町観光協会　0536-62-1000

木 貝津田の棒の手 貝津田諏訪神社（設楽町） 設楽町観光協会　0536-62-1000

土 香の物祭 萱津神社（あま市） 萱津神社　052-444-3019

雨乞いまつり 8月22日まで　宮道天神社（豊川市） 豊川市観光協会　0533-89-2206

水 献灯祭 岩津天満宮（岡崎市） 岩津天満宮　0564-45-2525

2021ハワイアンフェスティバルin吉良ワイキキビーチ 8月28日まで　吉良ワイキキビーチ特設ステージ（西尾市） 吉良温泉観光組合　0563-32-0525

木 第23回にっぽんど真ん中祭り 8月29日まで　
※市街地開催は8月27日（金）~29日（日）を予定しています にっぽんど真ん中祭り文化財団　052-241-4333

オオキツネノカミソリ群生見頃 大栗山（豊田市） いなぶ観光協会観光案内所　0565-83-3200

9/1 水 碧南と「＃レトロプリン」スタンプラリー 11月30日まで　碧南市内参加店 碧南市観光協会　0566-95-9894

日 GPCamp.2021 つぐ高原グリーンパーク総合案内所（設楽町） つぐ高原グリーンパーク総合案内所　0536-83-2344

土 伊知多神社　秋葉火祭り 伊知多神社から赤塚山秋葉神社（豊川市） 豊川市観光協会　0533-89-2206

天平ロマンの夕べ 三河国分尼寺跡史跡公園（豊川市） 豊川市教育委員会生涯学習課　0533-88-8035

オータムフェスタ 11月3日まで　138タワーパーク（一宮市） 国営木曽三川公園138タワーパーク　0586-51-7105

日 トライアスロン伊良湖大会2021 伊良湖周辺（田原市） トライアスロン伊良湖大会運営事務局　0531-36-6882

日 秋葉社例祭 知立神社境内（知立市） ※手筒花火は中止 知立神社社務所　0566-81-0055

一豊まつり 黒田小学校（一宮市） 一豊まつり実行委員会　0586-87-3618

土 第26回　来る福招き猫まつりin瀬戸 9月26日まで　名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅周辺（瀬戸市） 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会　0561-85-2730

尾張横須賀まつり 9月26日まで　愛宕神社（東海市） 東海市観光協会　0562-32-5149

日 小笠原流弓馬術奉納の儀 津島神社境内（津島市） 津島神社　0567-26-3216

ごりやく市 蒲郡商店街中央通り（蒲郡市） ごりやく市実行委員長 傘・靴のサンキュー　0533-68-4272

火 成田不動尊大祭 大智院（知多市） 大智院　0569-42-0909

タカの渡り 10月下旬まで　伊良湖岬周辺（田原市） 渥美半島観光ビューロー　0531-23-3516
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https://www.aichinavi.jp/あいち観光ナビ 検索 https://www.aichi-now.jp/愛知 観光公式 検索
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