別紙１

１．注目企画
（１）リニア・鉄道館
①Ｃ62 形式蒸気機関車 運転台特別公開
狭軌における蒸気機関車の世界最高速度を記録した、
日本で最大・最速のＣ62 形式蒸気機関車の運転台を
特別に公開します。
Ｃ62 形式蒸気機関車

②ホジ 6014 号蒸気動車 車内特別公開
現存する唯一の蒸気動車であり、重要文化財に指定された
ホジ 6014 号蒸気動車の車内を特別に公開します。
【開催期間】10/2 (水）～ 12/27（金）※休館日を除く
ホジ 6014 号蒸気動車
【開館時間】10:00～17:30（入館は 17:00 まで）
【休館日】 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
※10/22（火）、12/24（火）は開館、10/23（水）は休館
【問合せ先】リニア・鉄道館 052-389-6100

くろがねやぐら

（２）吉田城 鉄 櫓 手筒花火特別放揚
通常決まった祭礼の時にしか見ることのできない手筒花火を、
特定日に吉田城鉄櫓前広場にて特別放揚します。会場では
太鼓の演奏や、記念撮影、味噌おでんのふるまい等のおもて
なしメニューをご用意します。

手筒花火

※席には限りがあり、お立ちいただく場合があります。

【開催期間】11/22（金）・24（日）
【開催時間】16:00 頃～19:00 頃
※手筒花火特別放揚は 18:00 頃～19:00 頃を予定
【問合せ先】（一社）豊橋観光コンベンション協会 0532-54-1484

画像はすべてイメージです。

（３）名古屋城光のイベント（冬の夜間イベント）
今年で 3 回目の開催となる「名古屋城光のイベント」。
日頃は入ることできない夜のお城で、光の演出を駆使した
特別な体験をお楽しみいただけます。
平成 30 年度のイメージ画像

【開催期間】11 月～12 月のうち、2～3 週間程度（調整中）
【開催時間】18:00～20:30 ※時間はイベント等で変更となる場合があります。
【問合せ先】名古屋城総合事務所管理活用課 052-231-2483

しろとり

（４）白鳥 庭園あかりアート
名古屋の紅葉の名所である白鳥庭園全域をライトアップ。
庭園の秋を彩る 1500 本のモミジやドウダンツツジ等の紅葉
や白鳥庭園の冬の風物詩「雪吊り」をライトアップすることで、
昼間の景色とは一味違う幻想的な景色をご覧いただきます。
第一弾
また、岐阜県美濃市とコラボレーションして、美濃和紙を
使った「美濃和紙あかりアート」を園内に展示いたします。
東海地方最大級の日本庭園で、和のあかりの共演をお楽しみ
ください。

紅葉ライトアップ

【開催期間】11/16（土）～12/8（日） ※月曜は休園日
【開館時間】9:00～21:00（入園は 20:30 まで）
【問合せ先】白鳥庭園管理事務所 052-681-8928

あい ぎ

（５）愛 岐 トンネル群 秋の特別公開
紅葉真っ盛りの秋の時期に今年も期間限定特別公開を行い
ます。団体ツアーでのご来場、もしくは愛知ＤＣアフター
ＣＰイベントガイドブックに付いている「愛知ＤＣ周遊
クーポン」をお持ちのお客様に、来場記念硬券きっぷを
プレゼントします。（先着1,000名様限り）
【開催期間】11/23（土・祝）～12/1（日）
【開催時間】9:30～15:00（入場は 14:00 まで）
【問合せ先】（一社）春日井市観光コンベンション協会

愛岐トンネル群

0568-81-1123

画像はすべてイメージです。

（６）徳川美術館 特別公開国宝源氏物語絵巻
大和絵の最高傑作にして、現存する最古の絵巻物である
国宝「源氏物語絵巻」。昨年の愛知ＤＣで初公開された、
額面装から巻物装への修復は大きなニュースにもなり
ました。
今年は特別公開として、柏木（三） 、宿木（一）の
２面を公開いたします 。

上：柏木（三） 、下：宿木（一）

【開催期間】11/23（土・祝）～12/1（日）（休館日除く）
【開館時間】10:00～17:00（入館は 16:30 まで）
【問合せ先】徳川美術館管理部 052-935-6262
ほうらい じ

（７）家康誕生の謎に迫る！鳳来 寺 山特別拝観プレミアムガイドツアー
鳳来寺山歴史ガイドの会がご案内する鳳来寺山ガイドツアー。
しん だ

ら たいしょう

鳳来寺本堂内の 真 達 羅 大将 や鳳来山東照宮の御宮殿（国指定
重要文化財）をガイドツアー限定特別公開。家康公生誕の謎に迫

鳳来寺山

ります。
【開催期間】10/6（日）・20（日）、11/3（日）・10（日）、12/8（日）・15（日）
【開催時間】9:30～11:00
【集合時間】9:20
【集合場所】鳳来寺山パークウェイ 山頂駐車場
【定
員】各回 20 名（最少催行人員 5 名）
【価
格】1,500 円（小学生 800 円）※鳳来寺及び東照宮の拝観料が含まれます。
【予
約】ツアー開催日の 6 日前まで
【申 込 先】新城市観光協会 0536-29-0829
※本ガイドツアーに合わせて、湯谷温泉⇔鳳来寺山頂に無料シャトルバスを運行
します。ご利用の方は、ガイドツアーと同時にお申込みください。
（運行日）プレミアムガイドツアー開催日
（行 程）湯谷温泉駐車場 9:00→→鳳来寺山頂 9:20
鳳来寺山頂 11:00→→湯谷温泉駐車場 11:20
（申 込）事前予約が必要です。運行日 6 日前までに本ガイドツアーと
合わせて、新城市観光協会にお申込みください。
※自家用車の場合は、駐車料金 510 円（普通車）、1,030 円（大型車）、210 円（二
輪車）が必要となります。

画像はすべてイメージです。

（８）愛知県の星空の聖地“奥三河”ツアー
奥三河各地で、「星空観察」をメインにした 1 泊 2 日のツアー
しんしろ

し た ら

とうえい

と よ ね

を実施。新城 、設楽 、東栄 、豊根 の 4 コースがあります。
奥三河の素晴らしい星空を帰りの時間を気にせずお楽しみ
ください。

奥三河の星空

【申 込 先】豊鉄観光サービス（株）新城旅行センター

0536-22-1001

＜①新城市コース＞
【出 発 日】11/16（土）
【行
程】（１日目）鳳来寺山表参道 17:00 集合
自然科学博物館ナイトミュージアムの見学等
→（各自移動）→山びこの丘【宿泊】
夕食後、手作りした星☆干ブレンドティーを飲みながら、
星空案内人による星空観察講座
※雨天の場合は、星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座

（２日目）朝食後、チェックアウトを済ませて解散
【定
員】各日 30 名（最少催行人員各日 10 名）
【旅行代金】11,980 円（大人／１泊２食）
＜②設楽町コース＞
【出 発 日】11/2（土）・9（土）
【行
程】（１日目）津具高原グリーンメッセージ 17:00 集合
奥三河間伐材を利用したランプシェード見学
→→津具高原グリーンメッセージ【宿泊】
夕食後、星空案内人による星空観察会
※雨天の場合は、星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座

（２日目）朝食後、チェックアウトを済ませて解散
【定
員】各日 20 名（最少催行人員各日 10 名）
【旅行代金】13,980 円（大人／１泊２食）

画像はすべてイメージです。

＜③東栄町コース＞
【出 発 日】12/14（土）
【行
程】（１日目）東栄町役場 17:00 集合
→→スターフォーレスト御園【宿泊】
夕食後、ふたご座流星群観察会と
プラネタリウム見学又は天体望遠鏡体験
※天候により、ふたご座流星群が観られない場合は、
星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座

（２日目）スターフォーレスト御園 8:30→→東栄町役場にて解散 9:00
【定
員】各日 25 名（最少催行人員各日 15 名）
【旅行代金】14,980 円（大人／１泊２食）
＜④豊根村コース＞
【出 発 日】10/19（土）・26（土）
【行
程】（１日目）茶臼山高原 17:00 集合
やばず池ライトアップ見学と星空案内人による星座観察会
※雨天の場合は、星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座

→（各自移動）→御宿 清水館【宿泊】
（２日目）朝食後、チェックアウトを済ませて解散
【定
員】10/19（土）20 名、10/26（土）15 名（最少催行人員各日 10 名）
【旅行代金】13,980 円（大人／１泊２食）

画像はすべてイメージです。

