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➡東日本･北日本地域の高速道路に関する問い合わせ

NEXCO（ネクスコ）東日本
NEXCO東日本お客さまセンター 3 0570･024･024
または 3
（03）
5338･7524
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➡東名高速･中央道に関する問い合わせ

NEXCO（ネクスコ）中日本
NEXCO中日本お客さまセンター 2 0120･922･229
上記電話をご利用できない場合は 3
（052）
223･0333
➡首都高速道路に関する問い合わせ

首都高お客様センター 3
（03）
6667･5855（24時間・年中無休）

➡周辺高速道路の道路交通情報（ハイウェイテレホン）
携帯電話から ＃8162
（はーい、無事帰る）

➡一般道路を含む道路交通情報
JARTIC （公財）日本道路交通情報センター

全国共通ダイヤル 3050･3369･6666
（携帯電話からは ＃8011）

➡高速道路等で
「故障車」
や「落下物」、
「道路の破損」
などを見つけたら

道路緊急ダイヤル ＃9910
（通話料無料）
高速道路の料金に関しては、
携帯電話の対応機種から、左のQRコードを読み取り、
「ドラぷら」
モバイルへアクセスしてください。

http://m.driveplaza.com/

2か月間保存版
6 / 15 ㊏･16 ㊐

栃木県栃木市

つがの里ハスまつり

6/ 7 ㊎〜30 ㊐

長野県東御市

湯の丸高原つつじ祭

約1,000株･3,000本のハスの花が次々に咲き、池

約 60 万株のレンゲツツジが高原一帯に咲き乱れ

を埋め尽くす。 食やステージイベントも楽しめる

る。 特産品の販売やステージイベントなど予定

北関東道都賀IC
10282･29･1104
（栃木市観光協会都賀支部）
gつがの里

上信越道東部湯の丸 IC
1 0268 ･62 ･7701
（信州とうみ観光協会）
g湯の丸高原

7/ 6 ㊏宵祭り･7 ㊐本祭り

新潟県村上市

6/ 8 ㊏

岩手県滝沢市･盛岡市

村上大祭

チャグチャグ馬コ

西奈彌羽黒神社の例大祭。豪華絢爛な19台のオ

着飾った約100 頭のウマが滝沢市・鬼越蒼前神社に

シャギリ( 屋台山車 )が市中を巡行する光景が見事

参拝後、盛岡市・盛岡八幡宮までの約14kmを行進

日本海東北道村上瀬波温泉IC
1 0254 ･53 ･2258 ( 村上市観光協会 )
g西奈彌羽黒神社、村上市市街地一帯

7/ 6 ㊏〜14 ㊐

5/20㊊ 7/19㊎
開催中〜5/22 ㊌

青森県大鰐町

大鰐温泉つつじまつり
40種以上･約15,000本のツツジで彩られる。 期間
中は、歌謡ショー、特産品の販売や軽食も

山形県天童市

おくのほそ道
天童紅花まつり
松尾芭蕉が天童で紅花の句を詠んだことにちなんだ
イベント。紅花摘みや紅花染め体験、俳句大会など

東北道大鰐弘前 IC 1 0172 ･48 ･2111
（大鰐町
役場企画観光課） g茶臼山公園

開催中〜 6/ 2 ㊐

埼玉県伊奈町

バラまつり
400種・5,000株以上が咲き誇る。地元野菜やバラ
の苗の販売、㊏㊐にはさまざまなイベントも開催
東北道蓮田スマートIC、
圏央道桶川加納 IC ･白岡菖蒲 IC
1 048･724･1055
（伊奈町観光協会）
g伊奈町制施行記念公園

5/ 25 ㊏〜 6/16 ㊐
東北道盛岡 IC
1 019 ･613 ･8391
（チャグチャグ馬コ保存会）
g鬼越蒼前神社〜盛岡八幡宮

6/8 ㊏〜30 ㊐（予定）

山形道山形北IC
1 023･654･1111(天童市経済部商工観光課)
gじゃがらむら、上貫津紅花畑

7/13㊏･14㊐（予定）

さがえさくらんぼの祭典
期間中㊏㊐には世界最大の「全国さくらんぼの種

青森県十和田市

十和田湖湖水まつり
水中花火やスターマインが打ち上げられ、湖上に
美しい絵を描く。 花火観覧船の運航も行われる
東北道小坂IC
1 0176･75･2425( 十和田湖総合案内所)
g十和田湖畔休屋 桟橋前広場

7/ 13 ㊏･14 ㊐

山形県寒河江市

群馬県伊勢崎市

吹きとばし大会」などのイベントが開催される
山形道寒河江IC
10237･86･2111
( 寒河江市さくらんぼ観光課)
g道の駅寒河江チェリーランドほか

6 /14 ㊎〜16 ㊐

宮城県川崎町

ポピーまつり
蔵王連峰を背景とした
「お花畑」に、約200万本の
ポピーが咲き誇る花景色が楽しめる
山形道宮城川崎 IC
1 0224･84･5991
（みちのく公園管理センター）
g国営みちのく杜の湖畔公園

6月上旬〜7月上旬（予定）

埼玉県幸手市

幸手あじさいまつり
100種･約16,000株のアジサイで権現堂堤が色付
く。なかでも白いアジサイの群生は圧巻の光景だ

新潟県柏崎市

えんま市
閻魔堂を中心に、約2kmの通りに約500軒もの露
店が立ち並び、にぎわう。新潟三大高市の一つ

圏央道幸手 IC
1 0480･44･0873
（権現堂公園管理事務所）
g県営権現堂公園
（権現堂堤）

6/ 5 ㊌〜 9 ㊐

北海道札幌市

YOSAKOIソーラン祭り
ソーラン節と高知のよさこい踊りを融合。 踊り手が

いせさき七夕まつり

斬新な衣装で鳴子を鳴らし、ダイナミックに踊る

本町通りを中心に色とりどりの美しい七夕飾りが並
ぶ夏の風物詩。 各所でさまざまな催し物もあり
北関東道伊勢崎 IC
1 0270 ･24 ･5111 ( 伊勢崎市文化観光課 )
g伊勢崎市本町通りほか

7/ 17 ㊌〜19 ㊎

新潟県南魚沼市

南魚沼市兼続公まつり
樽みこしや兼続公と姫の恋物語を謳った民謡で踊る
「お六流し」、最終日には大煙火大会が催される
関越道六日町 IC
1 025 ･783 ･3377 ( 南魚沼市観光協会 )
g南魚沼市六日町地区

画像提供：YOSAKOIソーラン祭り組織委員会

北陸道柏崎 IC
1 0257･21･2334
（柏崎市産業振興部商業観光課）
g東本町、西本町

札樽道札幌北IC
1011･231･4351
（YOSAKOIソーラン祭り実行委員会）
g西8丁目ステージ会場、大通パレード会場ほか市
内約20会場
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