
『紅葉の名所』

平酢 11月 1日 uOから1万2日 (日)まで開催‖
一期間中はイベント瀾職一

香嵐渓のもみじは約380年程前に香積寺第11世住職の三栄和尚によつて植えられ

のが始まりで、長い間、香積寺のもみじと呼ばれ、親しまれていました。

その後、昭和 5年に『香嵐渓』と命名され、多くの人々に愛され続けていま丸

た

公 共 交通機 関 を ご利用 の方

●名鉄名古屋本線 東岡崎駅下車、

名鉄バス岡崎・足助線 香嵐渓下車、徒歩2分

●名鉄三河線 豊田市駅下車、

名鉄バス矢並線 香嵐渓下車、徒歩2分

●名鉄豊田線 浄水駅下車、

とょたおいでんバス さなげ足助線 香嵐渓下車、徒歩2分

足助

嵐渓
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第 57回

猿まわし
香嵐渓広場

1日 (木 )

～ 12月 2日 (日 )

断

日本仁謝橿齢ぼ励園回し。

人と
―

」酪亀

ただし、天候やお猿さんの

調子などで休演もあります。

第 43回  香嵐渓 もみ じまつ り茶会

下記の日時、茶席にてお茶会 (有料)を行います。

時間 :9時～16時

香嵐渓地内 茶室 東屋 ・ 助庵

18日 (日 )   23日 (金 )

成瀬宗秀 (裏千家)水 野宗世 (表千家 )

鈴木宗彰 (表千家)河 合香榮 (皇風煎茶濃式 )

25日 (日 )    12月 2日 (日 )

沢田宗雪 (表千家)江 崎宗茂 (表千家 )

森野宗江 (表千家)沢 田宗津 (裏千家 )

秋の一時をごゆつくりお楽しみ下さい。

真つ赤な紅葉の下で本格的な茶席で一服どうぞ。

足助の町並み 芸術さんぼ
足助の古い町並み

10日 CLl～ 18日 (日 )

1僻■ 1時 参撼 騨

国のコ ¨ 区 饉称 :重伝0に 選定された

足助の町並み。その町並みの町家や商家の一享田こアーテイストたちが

各 の々作品を展示します。

和六鼓の演奏 香嵐渓広場

18日 (日 )陣中太鼓    17時～、18時30分～

24日 (土 )三州足助太鼓  13時～、17時～

25日 (日 )松平わ太鼓   ‖時～、14時～

足助、陣中、松平の和太鼓による大演奏会です。威勢よく

打ち嗚らされる太鼓の音色が秋の夜の香嵐渓に響き渡りま

す。これを見るだけでも香嵐渓に来たかいがありますよ。
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もみ じまつリイベント案内

神の手

香嵐渓広場

21日 クЮll中、13い
12月 2日 (日)11肝～、 13い

豊― 、樺の中 編 する

各町の代表割こよる蒙 な満詢羽鷹島

香嵐渓の紅葉見ごろ 11月 中旬 ・ 12月 初旬

香

…

よ 剛雌助 らヽ徐々 に色付き、
"日

前潔香嵐渓全体の

ピークカや ってきます。ピーク以降まもみじの卜:

内も色付き、西日の当たる午御躊 しい光励縫めま丸

足助まつりお囃子
香嵐渓広場

10日 (土)本町08時、19時∞分
11日 (日 )西町(18時、19時∞分

17日 (土)綱 Ta8時、Ю時鉛

23日 (金)田町08時、19時∞分

毎年10月 に行なわれる足助まつ

りのお囃子を披露。時に激しく、

雅やかな演奏をお楽しみ下さい。

三河の陶器展
香嵐渓広場

13日 (火 )

～ 16日 (金 )

9時～16時

三河在住の陶芸家中心の

即売会。お皿やお茶碗でなく、
様 な々作品が出展されます。

足助で食べる・買うスタンプラリー
足助町商店街一帯 10日 〈土 )～ 25日 〈日 )

湖苫で商品を買つたり、食べたりして、 1店舗 こつきスタンプ
1個、計3個のスタンプを集めるとオリお 1レビンバッジを

毎日爛 ∞名欄 こプレゼント。抽置んで商品券なども当たる。

チンドンパレード
香嵐渓―帯

17日 (土)、 25日 (日 )

11時～

♪チンチンドンドンチンドンドン♪

町の有志のチンドン屋さんによる

心楽しくなるパレードです。

花咲里佳

番嵐漢事情を歌う

香嵐渓広場

19日  (月 )100t―

歌手の花咲里佳さん力泡

鮮や倒こ色づttもみじ

の下で『香嵐渓慕情』を

熱唱します。 、円六翌日)

■ 注意事項

やむを得なく、予告無く、行事内容や日時等が変更の場合があります。屋外の行事 (太鼓やお囃子)は当日、雨天の場合、中止をいたします。

猿回しはお猿さんの体調で休演の場合がありますので、ご了承下さい。詳しくは足助観光協会にて確認してください。

■ お問い合せ

足助観光協会 〒

“

4-2424 愛知県豊田市足助町宮平341 電話 (0565)621272

アクセス方法、各イベントの詳細等のお問合せは上記までお問合せ下さい。

ホームページアドレス http:〃 asuke info/
イラスト からさわてる8■

平成24年 11月 1日 (木)～ 12月 2日 (日 )

主催 :足助観光協会

共催 :中 日新聞社・ (株)三州足助公社

後援 :豊田市・足助商工会

五平餅 フェア 3日 ω 、4日 (日 )

五平麟出店販売
10時～16時

豊田市内のいろいろなお店の五平餅が出店されます。
食べ比べてみてね。
出店 :(資)野田味嗜商店、ぬたざわ屋、

神越渓谷ます釣り場

あおぞら市
10時～16時

足助地域近隣の産直市場が集まり、生鮮食品を中
心に旬の野菜を販売します。

たんころりん 書出屋のやさしいあかり「
待月橋～香嵐渓広場周辺

3日 (土)、 4日 (日 )

17時～

"時足助の町並みをやさしく照らす素朴な明かり
『たんころりん』を参道に並べて、ライトアップとは
ひと味違うあかりで夜の香嵐渓を演出します。
また、桧茶屋周辺ではミニ演奏会 (随時)を開催。
食事をしながら楽しめますよ。
演奏者 3日 (土):伽羅 (二胡他)

4日 (日):シャモ (′ ンヽド)
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香嵐渓ライトアツプ
香嵐渓 飯盛山

10日 (土)～ 12月 2日 (日 )日 没～21時

香鰤 もう一つの颯ま気研魔 貪鮨翻助動 に染まり、

待月橋の赤と四 1‖ こライトが映る開
―

す。秋の夜長

の香嵐渓を、ご家族と、仲間と、恋人とお楽しみくださしヽ

21時でライトカヽ肖えますので、足下に気をつけてお帰りくだ

さし、昼も夜も楽しい香嵐測こどうa

もみじろう かえてちゃんを採せ !!

香嵐キ帯 (受付 香嵐剰胡 総合案内腕

3日 GD,4日 (日), 10日 GD, 11日 (日 )

1∝キ～1田まntt G割宇終了1朝業騨詢
マップを見こ香嵐渓各耐■隠れている「もみじろ

う」と 助 えヽでちゃ幼 を見つけてれ 参加され

た方にはもれなく素敵なグッズをプレゼント。

●対象者 中学生以下 定員なし ●参加無料

足助うちめ0
足助の古い町並′

10日 GD、 ¬ 日 (日 )

17日 ω 、 8日 (日 )

1喘～1時 動 酬

普段なかなカスるこ:のできなし町

家の中や中庭など枷 し誡

町並湖こ息づく暮ら́の文化日明餞

『うち』の魅力をじてみませんか。
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足助屋敷の催事
■足助屋敷で育まれた藍と和紙の展示  11月 1日 (木)～ 12月 2日 (日 ) 場所 :工人館

本藍 (ほんあい)を使つて和紙を染めるなど、紺屋の「藍 (あい)」 と紙すきの「和紙」による合同作品展を

開催します。

■猪 しし 知ってる?いのししのこと  平成25年 3月 31日 (日 )まで開催 場所 :萬々館

今、山村で猪などの獣が田畑を荒らすなどで問題になっています。私たちの身近にいる猪がどんな生き物で、

普段は何を食べ、どこに住んでいるのかなどをクイズを交えながら展示しています。

■食の物産展  11月 3日 (土)～  12月 2日 (日 )場所 :萬々館

『猪展』の展示にあわせて、猪肉を使った商品や近在で採れたこだわりのお米 梅干しなどの農産物、

三河のお酒、和菓子、毎日の食事がおしゃれで楽しくなる漆の箸や瀬戸の茶わんなどを販売します。

■足助屋敷前の中国菜館   11月 3日 (土)～  12月 2日 (日 )

足助屋敷前、特設屋台の中国菓館で、本場中国南京市から来日した料理人による香嵐渓恒例の刀削麺、あつ

あつの小籠包、肉まんを販売。

山里味の店では、百年草Z Zi工房の焼きたてフランクフル ト、鮎のおにぎりなども販売します。

☆三州足助屋敷の11月 中の営業について

11月 中は無休。ライ トアップにあわせて、 17日 (土 )、 18日 (日 )、 24日 (土 )、 25日 (日 )

は17時30分まで延長開館致します。もみじまつり期間中、体験実習は中止させていただきます (一部除く)。
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AM10:00-PM 4:00観 覧無料

場 所 :豊田市足助町(古い町並み一帯)

出 展 作 家 ※順不同敬称暗

磯貝 泰隆 (石彫)

伊丹 靖夫 (日 本画)

内田 恭子 (陶 )

小り‖恵美子 (イ ラス ト)

奥田 美樹 (油 彩・立体 )

梶 千春 (立体造形 )

自水 ロコ (本彫 )

新宅 雄樹 (油彩 )

鈴木 琢磨 (彫刻)

敦木 愛子 (日本画 )

田原 幸二 (彫刻 仮面)

中根 栄二 (彫刻 )

新貿 広記 (ガラス)

本多 晋―郎 (彫刻)

宮城 利昌 (鉄彫刻)

総合案内所 :田国家 (本町)

主催 :AT21倶楽部 足助観光協会

後援 :豊田市教育委員会

協賛 :足助商工会 足助交流館・榊三州足助公社

足助中央商店街協同組合
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11月 10日 (土)011日 (日 )

17日 (土)018日 (日 )

AM10:00～ PM 4:00観覧無料

町家の方の協力を得て、屋敷の内部を公開します。街道から川まで続く町家、
足助で1、 2を争った豪商の家など、普段見ることのできない町家内部です。

:訓
※見学を希望さttる方は 総合案内所 (本町 :口国家)へお越 し下さい。ポランティアガイ トがご案内 します。


