
定期公演定期公演

入場料1,500円入場料
500円
お土産付

岐阜の宝もの岐阜の宝もの地歌舞伎公演地歌舞伎公演

入場料
800円

東濃歌舞伎中津川保存会
吉例歌舞伎大会
日　付　３月１日（日）
場　所　東美濃ふれあいセンター　　
　　　　歌舞伎ホール
　 東濃歌舞伎中津川保存会（兼山）
　 ☎0573-66-0083

入場無料

常盤座歌舞伎定期公演
常盤座子ども歌舞伎発表会
日　付　３月29日（日）
場　所　常盤座
時　間　11：30～
　 福岡公民館　☎0573-72-2144

入場無料加子母歌舞伎公演
日　付　９月１日（日）
場　所　かしも明治座
時　間　11：00～
　  加子母総合事務所　☎0573-79-2111

入場無料

第30回  蛭川歌舞伎公演
日　付　10月20日（日）
場　所　蛭子座（蛭川公民館）
時　間　11：00～
　 蛭川総合事務所　☎0573-45-2211

入場料
1,000円

坂下歌舞伎公演
日　付　11月10日（日）
場　所　坂下公民館
時　間　11：00～
　  坂下公民館　☎0573-75-3115

入場料
800円

東濃歌舞伎大会
日　付　12月８日（日）
場　所　東美濃ふれあいセンター
　　　　歌舞伎ホール
　中津川市文化振興課
　 ☎0573-66-1111（内線4316）

馬籠座歌舞伎
日　付　　

場　所　馬籠集会所
時　間　20：00 ～
　 ぎふ歴史街道ツーリズム事務局
　 ☎0584-71-6134

はざま座歌舞伎
日　付　①10月５日（土）,６日（日）
　　　　②11月２日（土）, ３日（日）
場　所　はざま酒造
時　間　12：00 ～, 14：30 ～
（周辺店舗で使えるチケット200円×5枚、
美濃焼のおちょこ付き）

　 ぎふ歴史街道ツーリズム事務局
　 ☎0584-71-6134

　プロの歌舞伎役者が演じる歌舞伎を「大歌舞伎（おお
かぶき）」というのに対して、地元の役者たちによって演じ
られる地元に根付いた歌舞伎を「地歌舞伎（じかぶき）」
と呼びます。おひねりや「日本一！」などの声掛けは、地
歌舞伎ならではの楽しみの一つです。

中山道ぎふ１７宿踏破スタンプラリー

岐阜県内の中山道を観光しながら、
スタンプを集めよう。

抽選で、中山道ぎふ17宿沿線各地の
特産品が当たります！

期　間　２月29日（土）まで
　 ぎふ歴史街道ツーリズム事務局　
　 ☎0584-71-6134

問合せ

中津川市観光センター・にぎわい特産館
〒508-0032 
岐阜県中津川市栄町 1-1 にぎわいプラザ１階

http ://nakatsugawa.town

TEL（0573）62-2277　

東京

京都

大阪
名古屋

中津川

中央道 中津川市
インスタグラム
nakatsutrip

※イベントの日時・内容は変更する場合があります。

ミニ公演
　初めて見る方でも気軽に楽しんで
いただけるよう、地歌舞伎の楽しみ
方の説明も行う特別公演を開催しま
す。馬籠宿・中津川宿の風情を感じ
ながら地歌舞伎に触れてみません
か。

10：25
11：30

13：30
15：25

9：15
11：15

13：15
14：15

JR中津川駅前発 苗木城バス停発

時
刻
表

国史跡「苗木城跡」への交通が便利に！

JR中津川駅から苗木城跡までの直通バス
を運行します

運行期間　　　　９月～ 11月の土・日・祝日

運賃（前払い） 　大人片道500円、往復800円

　　　　　　　　小人片道300円、往復500円

　 北恵那交通株式会社　☎0573-66-1555

開催中

①10月12日（土）,26日（土）
②11月９日（土）, 23日（土）

その他イベントが盛りだくさん

加子母

付知

川上

坂下福岡
山口

苗木蛭川

坂本
落合 神坂

中津

阿木

加子母

付知

川上

坂下福岡
山口

苗木蛭川

坂本
落合 神坂

中津

阿木

イベント

ガイド

リニアのまち中津川
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2019  秋・冬 秋の味覚を

堪能

中津川の

伝統文化に

触れて

幻想的な

雪景色の

宿場町

秋の絶景に

出合う旅
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場　所　馬籠宿
時　間　17：30 ～　　
冬の街道を彩るのはアイスキャンドルのイルミ

ネーション。ゆらゆらと揺らぐ灯は、冬の街道

を一層幻想的に映し出します。

   　馬籠観光案内所　☎0573-69-2336

　馬籠　 ２月８日 （土）

氷雪の灯まつり

一　般：前売り￥4,000（当日￥4,500）

中高生：￥2,000

飛騨・美濃紅葉33選にも選ばれる紅葉スポット。

カメラ好きの方にもオススメです。

場　所　ひとつばたご広場とその周辺
時　間　9：30 ～ 15：00
野菜の品評会や松茸が当たる抽選会、なんじゃ

もんじゃ鍋の振る舞いなど秋の味覚が満載。文

化展やステージイベントも行われます。

  　蛭川総合事務所　☎0573-45-2211

　蛭川　 11月３日（日）

ひるかわMAIKA祭2019

場　所　福岡総合事務所前駐車場
時　間　9：00 ～ 15：00
ふくおかの元気をいっぱいお届けします！農産

物品評会や各種バザー、ステージイベント、お

楽しみ抽選会など盛りだくさんです。

  　ふくおかまちづくり協議会
　  ☎0573-72-2144

　福岡　 11月３日（日）

第48回ふくおか産業祭

場　所　道の駅「賤母」イベント広場
時　間　9：00 ～ 15：00
山口地区の秋の一大イベント。

元祖「ごへーまつり」。ごへー餅と特産品の販売、

芸能アトラクションが行われます。

  　賤母ごへーまつり実行委員会（山口総合事務所内）
　  ☎0573-75-2126

　山口　 11月10日（日）

賤母ごへーまつり

場　所　道の駅「きりら坂下」付近
時　間　19：00 ～ 19：30（予定）
中津川市内で唯一秋に行われる花火大会です。

空気が澄んだ秋の夜空に輝く花火は一段と鮮や

かです。

  　やさかふるさと花火大会実行委員会
　  ☎0573-75-2184

　坂下　 10月12日（土）

やさかふるさと花火大会

場　所　道の駅「花街道付知」イベント広場
時　間　10：00 ～ 16：00
全国から集まった約140名の女性クラフト作家

が、木工、ガラス、布製品など素敵な手作り品

を販売。体験コーナーや屋台もあり、大人から

子どもまで楽しめるイベントです。

  　つけち全国レディース
　  ・クラフトフェアー
　 実行委員会
　 ☎090-5854-0844

　付知　 10月19日（土）,20日（日）

つけち全国レディース・
　　　　   クラフトフェアー 場　所　市街地一帯

時　間　8：00 ～ 18：00　神事は5：00より
市街地一帯が歩行者天国となり、200軒以上の

露店や地元商店街の新春セールなどが行われま

す。七福神巡りスタンプラリーも開催予定。

  　中津川商工会議所　☎0573-65-2154

　中津　 １月10日（金）

西宮神社例祭「十日えびす」

場　所　根の上高原
時　間　10：00 ～ 14：00
地域行事として行われている「どんど焼き」を

誰でも体験できます。その他にも氷の高原ウ

オーキングや餅つき大会、豚汁の振る舞いも予

定されています。

   　根の上高原観光保勝会　☎0573-66-7773

　中津　 １月26日（日）

根の上高原どんどやき

場　所　中の島公園ふれあいの里
時　間　9：00 ～ 16：00
地域の皆さんが一針一針心を込めて作成したつ

るし飾りをホールいっぱいに飾ります。琴の生

演奏を聴きながら、一足早い春を味わってみて

は。

   　阿木事務所
☎0573-63-2001

　阿木　 ２月26日（水）～３月１日（日）

あぎの里のひなまつり・
　　　　　　   つるしかざり

場　所　発着点　道の駅「花街道付知」
時　間　７：00スタート　
付知町周辺を自転車に乗って、参加者と共につ

くりあげていくサイクリングイベントです。

   　付知町まちづくり協議会　　
　   ☎0573-82-3023

　付知　 10月27日（日）

第1回 ～森林をかけぬけろ～　　
　　　付知サイクリング大会

場　所　坂下神社
時　間　12：00 ～ 15：30
色鮮やかな花馬が三つの地区から出発し、坂下

神社まで練り歩きます。境内の花取りは迫力満

点です。

　  花馬祭り実行委員会　☎0573-75-4444

　坂下　 10月13日（日）

花馬祭り
場　所　にぎわい特産館
時　間　8：30 ～　※なくなり次第終了
皇女和宮が降嫁の際に食したとされる御菓子を

現代に再現。この日だけの限定販売！！

  　中津川市観光センター・にぎわい特産館
　  ☎0573-62-2277

　中津　 10月29日（火）

和宮道中御菓子販売

場　所　椛の湖野外ステージ
時　間　開場11：30　開演12：00

「中津川フォークジャンボリー」から50年。伝

説のフェスが蘇ります。

 　 '19椛の湖フォークジャンボリー実行委員会
　   ☎0573-75-4444

　坂下　 ９月１日（日）

'19椛の湖フォークジャンボリー

場　所　椛の湖自然公園
時　間　10：00 ～ 15：00
　　　　（22日のみ8：00 ～ 15：00）
県内最大級のそば畑一面に、真っ白な花が広が

ります。カフェやバザーも開催。熱気球からの

そば畑は最高です！

　  やさか観光協会
　  ☎0573-75-4444

　坂下　 ９月15日  （日）～23日（月・祝）

椛の湖そばの花まつり2019

場　所　水無神社
時　間　10：00 ～
カラクリ人形を備えた２台の山車（やま）と、

厄年の男達が荒々しく引っ張りあげる「山車曳

き」が見所です。激しくもみ合う様子から「け

んか祭り」とも呼ばれます。

  　加子母総合事務所　☎0573-79-2111

　加子母　 ９月22日（日）

加子母祭り

場　所　中津川公園特設ステージ
時　間　開場10：00　開演11：00
　　　   ２日通し入場券　￥14,900

　　　　１日入場券　￥9,400

コンサート運営に関わる電力はすべて太陽光発

電。豪華アーティストによる夢の「SOLARフェ

ス」。

  　サンデーフォーク
　  プロモーション
　  ☎052-320-9100

　中津　 ９月28日 （土）,29日（日）

中津川
THE SOLAR BUDOKAN 2019

場　所　湯舟沢河川公園
時　間　 9：00～（予定）　
恵那山系の自然と湯舟沢の景観を楽しむイベン

ト。もみじ狩りとウオーキングをはじめ、地元

特産品の販売やステージも行われます。

   　東山道もみじまつり実行委員会(神坂事務所内）
　   ☎0573-69-4111

　神坂　 10月20日（日）

東山道もみじまつり

夕森公園

馬籠宿

富士見台高原

場　所　夕森公園
時　間　10：00 ～ 16：00
１万５千本以上の紅葉と清流が織りなす光景は

まさに必見。滝を巡りながらのウオーキングや、

地元特産品、秋の味覚を堪能できます。

  　夕森公園総合案内所　☎0573-74-2144

　川上　 11月２日 （土）～ 10日 （日）

夕森もみじまつり

秋の味覚を堪能！

場　所　東美濃ふれあいセンター
時　間　25日10：00 ～ 16：30
　　　　26日   9：30 ～ 16：30
　　　　27日   9：30 ～ 16：00　　
匠の技術が光る工芸菓子の展示をはじめ、中津川銘菓を全品２割引以上で販売。職人

から教わる「栗きんとん絞り体験」など、“これぞ中津川”を味わうことができます。

  　 中津川市観光センター・にぎわい特産館　☎0573-62-2277

　中津　 10月25日（金）～27日（日）

第14回ふるさとじまん祭・
第24回菓子まつり 場　所　中津川マロンパーク

　　　　いが栗の里
入場料　大人500円、小学生以下無料
　　　　（要予約）　
秋限定で開園する、恵那山麓にある観

光栗園。

栗ごはんや和菓子でおなじみの栗を収

穫してみよう！

  　中津川市観光センター・
　　　　　　　にぎわい特産館
　   ☎0573-62-2277
※天候によって休園となることがあります

　中津　 ９月７日 （土）～29日（日）

栗ひろい

場　所　にぎわい特産館
市内各店の栗きんとんを詰め合わせた「風流」

と「ささゆり」の２種類を販売。こだわりの味

を食べ比べて♪

  　中津川市観光センター・にぎわい特産館
　  ☎0573-62-2277

　中津　 ９月１日 （日）～12月上旬　
飛騨・美濃すぐれもの認定！

「中津川栗きんとんめぐり」販売

　落合　 11月3日（日）

中山道　落合宿まつり
場　所　落合宿本陣周辺
時　間　9：00 ～
中山道落合宿の秋を満喫！！！

各種イベントを開催し、お祭りを盛り上げます。

  　落合事務所　☎0573-69-3201

場　所　中の島公園ふれあいの里
時　間　9：00 ～ 14：00
丹精込めて育てられたシクラメンの即売会に

加え、ひきたて・打ちたての「安岐そば」を味

わえるイベント。阿木地区の魅力が満載です。

   　阿木事務所　☎0573-63-2001

　阿木　 11月24日（日）

第21回特産安岐そば・
　　　　  シクラメン祭り

場　所　坂下出雲福徳神社
時　間　5：00 ～ 15：00
恵比寿さまと大黒さまのお腹に触るとご利益が

あるとされ、例年商売繁盛や金運を願う多くの

参拝者でにぎわいます。

  　坂下出雲福徳神社　☎0573-75-5815

　坂下　  １月５日（日）

坂下出雲福徳神社「初えびす大祭」

場　所　寳心寺　　時　間　0：00 ～ 13：00
毎年恒例の恵比寿祭。 参拝者には甘酒が振舞われます。

  　寳心寺　☎0573-82-3154

　付知　 １月８日（水）

付知初恵比寿大祭

中津川市と下呂市の境にある舞台峠に、地元の

食材を使った“うまいもん”や“あまいもん”

が大集合！

  　加子母総合事務所　☎0573-79-2111

場　所　舞台峠ドーム
時　間　10：00 ～ 15：00

　加子母　 11月10日（日）

第７回舞台峠うまいもん祭

場　所　馬籠宿
時　間　和宮降嫁行列は３日（日）12：00～
3日には華やかな「和宮降嫁行列」が宿場を練

り歩きます。期間中の金曜日、土曜日は石畳に

行灯を並べる「あかり街道」や島田公園の紅葉

ライトアップも行わ

れます。

  　馬籠観光案内所
  　☎0573-69-2336

　馬籠　  11月3日（日）～23日（土）

中山道　馬籠宿場まつり

場　所　市街地一帯
時　間　9：00 ～16：00
市内各店のこだわりの五平餅を食べ比べられる

「ごへーまつり」や、各商店街による多彩なイ

ベントが行われます。

  　（株）まちなかラボ　☎0573-67-7011

　中津　 11月3日（日）

秋の中山道六斎市ごへーまつり

中山道三宿街道祭り

付知峡

秋の絶景に出合う旅 ―

このほかにもオススメの
体験がたくさん！

中津川体験手帖

参加費：１人￥2,500


