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平成25年11月 1日 (金)から12月 1日 (日)まで開催::

～期間中はイベン ト満載～

香嵐渓のもみ じは約380年程前に香積寺11世住職の三栄和尚によって植えられた
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す。

公共交通機関をご邪用の方

●名鉛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

“

鉄ヨ硼瞑豊田詢F口執

名鉄バス矢並線 香嵐渓下車 徒歩2分

●名鉄豊田線 浄水R口執

とよたおしヽでル スヽさなげ跡 香嵐渓下車 徒歩2分

名鉄 名古屋本線

候 三河線    "ξ ｀



務じまつリ イベント案内

●猿回し(香嵐渓広場)

11月 1日 (金)～ 12月 1日 (日 )

随時

日本伝統芸能の猿回し。人とお猿の

演技に喝采 !!

天候、広場の催事やお猿さんの調子
で休演もあります。

● もみ じろう。かえでちやんを探 せ !(受付:香嵐渓広場総合案内所)

2日 (土 )、 3日 (日 )、 4日 (月祝)、

9日 (土 )、 10日 (日 )10:00～ 15:30

マツプを元に香嵐渓各所に隠れている

「もみじろう」と「かえでちやん」を

見つけてね。参加された方にはもれな

く素敵なグッズをブレゼント。

●対象者 中学生以下 定員なし

●参力□無料

●第44回 香嵐渓もみじまつり茶会

茶席にてお茶会を行います (有料)。

鮮やかな紅葉の下で本格的な茶席で一服
どうぞ。
時間 :9時～16時

く助庵>     <東 屋>
16日 (土)成瀬宗秀 (裏千家)河合香榮 (皇風煎茶祀式)

17日 (日 )鈴木宗鏡 (裏千家)水野宗世 (表千家)

23日 (土)江崎宗茂 (表千家)鈴木宗彰 (表千家)

24日 (日 )森野宗江 (表千家)」 貝ヽ宗和 (表千家)

12/1(日 )沢田宗雪 (表千家)沢田宗津 (裏千家)

●和太鼓の演奏 (香嵐渓広場)

17日 (日 )松平わ太鼓  (11時、13時 )

23日 (土 )三州足助太鼓 (15時、17時30分 )

24日 (日 )陣中太鼓   (17時、18時30分 )

足助、陣中、松平の和太鼓による演奏会です。
威勢よく打ち鳴らされる太鼓の音色が秋の夜
の香嵐渓に響き渡ります。

●飯盛山ライトアップ

11月 1日 (金)～ 12月 1日 (日 )

日没から2時

香嵐渓のモう一つの顔は夜の顔。
飯盛山が詮 色に染まり、待月
橋の赤とEIにライトが映る様は

幻想的でつ。

●足助まつりお囃子 (香嵐渓広場)

3日 (日 )日町 (18時、19時30分 )

9日 (土)フ町 (18時、19時30分 )

10日 (日 )井町 (18時、19時30分 )

24日 (日 )]町 (14時、 15時 30分 )

毎年10月 にイ
.なわれる足助まつり

のお囃子を主露します。

激しく、雅 かヽな演奏をお楽しみ

ください。

●三河の陶器展 (香嵐渓広場)

12日 (火)～ 5日 (金 )

9時～16時

三河在住の陶家 中心の即売会。

お皿やお茶碗たすでなく、様々な作品
が出展されまζ

●棒の手 (香嵐渓広場 )

22日 (金)  11時～、13時～
12月 1日 (日 )11時～、13時～

豊田市内、棒の手保存会に所属ζ
る各町の代表者による勇壮な演i

を披露。

主催 :足助観光協会
共催 :中 日新聞社・lal三州足助公社
後援 :豊田市・足助商工会

◎注意事項◎

やむを得なく、予告な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確認してください。

<お問い合せ>
足助観光協会 〒4黎-2424 愛知県豊田市足助町宮平34-1

員]言舌: 0565-62-1272  FAX: 0565-62-0424

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 http1//asuke infO/

三州足助屋敷の催事
■からさわ てるふみ の

『ベン画とイラストで描く足助の世界』 (萬々館)

10月 12日 (土)～ 26年3月 31日 (月 )

中馬のおひなさんのイラストなどでお周‖染みの画家・柄澤照文氏
が長年描き続けられた足助の作品を展示します。
足助屋敷はもちろん、古い町並みや塩の道など足助にまつわる作
品を中心に展示します。

■山里三河 食の物産展 (萬々館)

11月 2日 (土)～ 12月 2日 (月 )

豊田市近郊で採れたこだわりのお米・梅干しなどの農産物、三河
地方のお酒、和菓子、毎日の食事がおシャレで楽しくなる漆の箸
や瀬戸の茶わんなどを販売します。

■手仕事庵 。福々屋 (足助屋敷長屋門前)

11月 1日 (金)～ 12月 3日 (火 )

クラフト作家が製作したオリジナリテイあふれる手作り作品を展
示・販売します。
作家とおしゃべりしながら、作品を手にとってお買い物できる楽
しい展示会です。

■刀削麺の中国菜館

11月 2日 (土)～ 12月2日 (月 )

足助屋敷前、特設屋台の中国菜館で、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、あつあつの小龍包、肉まん
を販売します。
山里味の店では、百年草ZiZi工房の焼きたてフランクフルト、鮎
のおにぎり、マツタケご飯、骨酒なども販売します。

※12/2以降は昼間のみの営業となります。

●花咲里佳・香嵐渓慕情を歌う(香嵐渓広場)

18日 (月 )10時～ ※雨天の場合19日 に延期

啓露8芳竿憲辱墓舎理曇繕Γ磐家嗜ご嬰ξ。

●チンドンパレード(香嵐渓―円)

17日 (日 )絆 11時～14時

23日 (土)勤 11時～14時

♪チンチプ ンドンチンドンドン♪

町の有志け ンドン屋さんによる

心楽しくなるパレードです。

イラスト からさわてるら、み
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足助八幡宮境内

定  |1 各回10名程度/事前予約優先。

定員になり次第締め切り

: 足助観光協会

電豪看(0565)62-1272
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