
 

＝ 多治見市・春日井市 連携事業 ＝ 

 
主催：一社）多 治 見 市 観 光 協 会 

一社）春日井市観光コンベンション協会 

行楽シーズンに、両市の見どころがとってもお得に楽しめる『春の行楽チケット』を特別販売！ 

昨年より内容をパワーアップ！春の訪れに両市を巡り、お気に入りの場所を新発見しよう！ 

実施期間   令和２年３月７日(土) ～ ５月31日(日)  
※チケットにより利用できる日が異なりますのでご注意ください。 

販 売 数   限定２７０セット（先着順） 

料   金   大人（中学生以上） ２，５００円 、 子ども（４歳～小学生） ２，０００円 

チケット内容   ◎ 廿原ええのお いちご狩り 入園・利用券 
◎ 春日井名物グルメ王座決定戦 金券１，０００円分 
◎ たじみ陶器まつり オリジナルマグカップ引換券 
◎ サボテンフェア2020 サボテン寄せ植え引換券 
◎ 多治見市モザイクタイルミュージアム 入館券 
◎ あい農パーク春日井 収穫体験半額券又はドリンク１杯無料券 ＜Ｎｅｗ＞ 
◎ 多治見市美濃焼ミュージアム 入館券 
◎ 愛岐トンネル群 春の特別公開入場券 
◎ 岐阜県現代陶芸美術館 コレクション展観覧券 ＜Ｎｅｗ＞ 

        ◎ 春日井市道風記念館 入館券 

販売期間等   令和２年２月 22 日(土)から３月３日(火)まで、下記窓口で販
売します。 

販売場所   ◎一社）多治見市観光協会 多治見市音羽町２ ＪＲ多治見駅２階 

多治見駅観光案内所 ☎0572－24－6460 ９時～18時（年中無休） 

◎一社）春日井市観光コンベンション協会 春日井市上条町１丁目 ＪＲ春日井駅北口１階 

春日井情報発信センター Ｌｉｒｉｃｋ ☎0568－81－1123 

 ９時～18時（月曜定休 ※祝日の場合は翌平日） 

協 力   多治見市、春日井市、多治見商工会議所、春日井商工会議所、(有)廿原ええのお、多
治見陶器まつり実行委員会、NPO法人愛岐トンネル群保存再生委員会、Ｔ.Ｉ.Ｔふれ
あい農園共同体、多治見市モザイクタイルミュージアム、岐阜県現代陶芸美術館 

協 賛                          、(一財)たじみ・笠原タイル館 
 

多治見・春日井 連携事業『春の行楽チケット』 購入申込書 

裏面の申込注意事項を確認のうえ、以下のとおり申込をします。（太枠内を記載）  令和２年  月  日 

いちご狩り 

希 望 日 
3月23日（月）～4月12日（日） 

※定休日（金曜日）を除く 
第１ 
希望 

 第２ 
希望  第３ 

希望  

代表者氏名  電話番号  

住 所      県      市       町 

今後、観光協会から各種お知らせをするため、今回の個人情報を使用して良いですか （ はい ・ いいえ ） 

申 込 数 
大人（2,500円）※中学生以上 子ども（2,000円）※小学生 子ども（2,000円）※小学生未満 

枚 枚 枚 

事務局処理欄 
円 円 円 

受付番号  台帳番号  領収日  備考  
  

※チケット利用
期間など内容の
詳細は裏面をご
覧ください。 

（ 主催者 ） 

※大人の場合 

最大で約3,200円 
もお得！！ 
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申込時の注意事項 ※必ずお読みください   

○実施期間開始日（３月７日(土)）以降はいかなる理由があっても返金の受付はいたしません。 

○申込時（電話での申込はできません）にいちご狩りの予約日を申し受けます。日付及び販売場所ごとに定員があ
るため、ご希望に沿えない場合があります。入園時間は9:00から15:00です（16:00閉園）。 

○いちご狩りの予約日の変更は、販売期間中（３月３日(火)まで）のみ承ります。いちご狩り利用券をお持ちの上、
直接販売窓口へお越しください。ただし、予約状況によりご希望に沿えない場合があります。 

○屋外での催しは、想定を超える荒天時は中止になる場合があります。 

○たじみ陶器まつり「オリジナルマグカップ」の引き換え場所はまつり本部となります。後日引換も可能です。 

○あい農パーク春日井の収穫体験は、野菜の生育状況により実施できない場合があります。 

○現代陶芸美術館企画展の観覧には、別途、企画展観覧券が必要です。 

○モザイクタイルミュージアム、道風記念館、美濃焼ミュージアム、岐阜県現代陶芸美術館は休館日を除き利用可
能です。施設の都合により臨時休館をする場合があります。 

○その他、詳しい内容については主催者及び各施設にお問い合わせください。 

これまで展示や調査研究の機会が与えら
れてこなかった“タイル”をメインテー
マにした話題性や独創性のある施設！  
○住所 多治見市笠原町2082-5 
○日時 3月7日(土)～５月31日(日)  

９:00～17:00（入館受付は16:30まで） 
〇休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日） 
○連絡先 0572-43-5101 
 

多治見市モザイクタイルミュージアム 

春日井名物グルメ王座決定戦 

春日井市内の飲食店が趣向を凝らした名物グルメが大集結
します！ 
○場所 春日井市役所市民広場 

（春日井市鳥居松町5-44） 
○日時 3月7日(土)、8日(日) 

10:00～16:00 
○連絡先 春日井商工会議所青年部 

0568-81-4141 

春日井市道風記念館 

日本独自の「和様の書」を創造した書聖小野
道風の偉業をたたえる書専門の美術館！ 
○住所 春日井市松河戸町5-9-3 
○日時 3月7日(土)～５月31日(日) 

９:00～16:30 
〇休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日） 
○連絡先 0568-82-6110 

あい農パーク春日井 収穫体験 

みんなが楽しみ、みんなで育む、「農」
の素晴らしさを感じてください！ 
○住所  
春日井市西尾町字西番場6-50 

○日時  
3月7日(土)～５月31日(日) 
8:30～18:00（4月～9月は19:00まで） 

〇定休日 月曜日（祝日の場合は翌平日） 
○連絡先 あい農パーク春日井 0568-37-1831 

New！ 

岐阜県現代陶芸美術館 

陶磁器をテーマにした産業振興・文化振
興・まちづくりの拠点であるセラミック
パークMINOで、世界各地の近現代の陶
芸作品が鑑賞できる！ 
○住所 多治見市東町4-2-5 

（ ） 
○日時 3月7日(土)～５月10日(日)   

10:00～18:00（入館受付は17:30まで） 
〇休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日） 
○連絡先 0572-28-3100 

廿原ええのお いちご狩り 

多治見と春日井の境にある廿原町にある「廿原ええのお」の
いちごハウスで、40分間新鮮ないちごが食べ放題！ 
○住所 多治見市廿原町472-1 
○日時 3月23日(月)～４月12日(日) 

9:00～15:00 ※16:00閉園 
※各日定員あり、金曜日は定休 

○連絡先 廿原ええのお 
090-4262-4115 

New！ 

愛岐トンネル群 春の特別公開 

明治時代に建てられた旧国鉄の廃
路線で、春と秋の年２回の特別公
開時のみ入場できる！ 
○場所 ＪＲ定光寺駅付近 
○日時  
４月25日(土)～４月29日(水・祝) 
9:30～15:00（入場は14:00まで） 

○連絡先 NPO法人愛岐トンネル群保存再生委員会 
090-4860-4664 多治見市美濃焼ミュージアム 

美濃焼千三百年の流れや、人間国宝をは
じめ美濃を代表する陶芸作家の作品の魅
力をたっぷりと味わう！  
○住所 多治見市東町1-9-27 
○日時 3月7日(土)～５月31日(日) 

9:00～17:00（入館受付は16:30まで） 
〇休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日） 
○連絡先 0572-23-1191 

観賞用の珍しいサボテンや、初心者にも安心して育てられ
るサボテンなどが多種多様に集結します！ 
○場所 春日井市落合公園 
（春日井市東野町字落合池１） 

○日時 ４月４日(土)、５日(日) 
10:00～16:00 

○連絡先 一社）春日井市 
観光コンベンション協会 
0568-81-1123 

サボテンフェア2020 

陶器商が大通りにずらりと軒を連ね、美濃焼を大特価で販
売する春の一大イベント！ 
○場所 多治見市本町オリベストリート 
○日時 ４月11日(土)、12日(日) 

9:00～18:00(最終日は17:00) 
○連絡先  
多治見陶器まつり実行委員会 
0572-25-5588 

たじみ陶器まつり 


