
賞品名 内容 備考欄 
当選

者数 
お問い合わせ先 

トヨッキー賞 

（豊橋市） 

①動物えさやり体験 

 

 

 

 

 

のんほいパーク豊橋総合動植物公園におい

て、キリンにえさやりとサイのバックヤー

ドツアーができます。 

１名様分の利用券をプレゼント。 

日時：令和元年 10月 6日(日) 

14：00～15：30 

集合場所：アフリカエリアのキリンデッキ 

・制限：小学１年生以上。 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・入園料は別途必要（ほの国こどもパスポート提示で無

料）。 

・駐車場の料金は別途必要です。 

・付き添い保護者の餌やりとバックヤードへの入場は出

来ません。 

・係員による記念撮影は可能。 

・当日の天候や動物の体調等により実施内容が変更にな

ることがあります。 

 

５名 

【のんほいパーク】 

0532-41-2186 

②のんほいサーキット 

 

 

 

 

 

のんほいパーク豊橋総合動植物公園内、の

んほいサーキットの走行券（回/５分間：約

3～10周）２回分をプレゼント。 

 

・制限：小学２年生以上。身長 120㎝以上。 

・走行券を送付しますので、お持ちください。 

・入園料は、別途必要（ほの国こどもパスポート提示で無

料）。 

・駐車場の料金は別途必要。 

・16時 30分以降はナイター使用料として走行者に 200円

が必要。 

・レンタルヘルメットをご利用の方はフェイスマスク

（100円）の購入が必要となります。 

・のんほいサーキット利用の詳細 

については、ホームページをご覧ください。 

・走行券有効期限：令和 2年 3月 31日（火） 

 

３名 

【のんほいサーキット】 

0532-43-6201 

応 募 締 切



③ナイトＺｏｏ入場券 のんほいパーク豊橋総合動植物公園で開催

される「ナイトＺＯＯ」入場券（大人とこど

も（小中学生）各１枚）。 

下記の開催日で利用可能。 

開催日：9/14～16、9/21～23、9/28・29 

・入場券を送付しますので、入場口にお持ちください。 

・駐車場の料金は無料。 

・「ナイトＺＯＯ」の内容については、のんほいパーク豊

橋総合動植物公園のホームページをご覧ください。 

（７月中旬公開予定） 

 

 

 

２名 

【のんほいパーク】 

0532-41-2186 

いなりん賞 

（豊川市） 

①豊川市ジオスペース館プラネ

タリウム利用券といなりんグッ

ズ 

 

 

 

 

 

豊川市ジオスペース館プラネタリウムの利

用券（大人２枚）と、いなりんグッズ。 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・小人は、ほの国こどもパスポートの提示で無料です。 

・上映予定作品・上映時間等は、ホームページでご確認く

ださい。 

https://libweb.lib.city.toyokawa.aichi.jp/ 

contents/?page_id=78 

・利用券有効期限：令和元年１２月２８日(土) 

 

６名 

【豊川市中央図書館】 

0533-85-5336 

トトまる賞 

（蒲郡市） 

①海辺の文学記念館 時手紙 

 

蒲郡を訪れた想い出、未来の自分へのメッ

セージなどを、１年後から１０年後の自分

または家族などへ手紙を出せるものです。 

２名分の利用券をプレゼント。 

ご家族の方もご利用ください。 

 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・手紙の作成は文学記念館内で行っていただきます。 

・時手紙の受付は１５時３０分までとなりますので、時間

に余裕を持ってお越しください。 

・その他注意事項等については、ホームページをご覧くだ

さい。 

【海辺の文学記念館について】   【時手紙について】 

             
利用券有効期限：令和元年１２月２７日（金） 

２名 

【蒲郡市観光協会】 

0533-68-2526 

https://libweb.lib.city.toyokawa.aichi.jp/


②蒲郡オレンジパーク 

果物狩りと大福づくり体験 

 

蒲郡の特産品である「蒲郡みかん」が食べ放

題のみかん狩りとみかん大福づくり体験。 

ペア（大人・こども）利用券をプレゼント。 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・みかん狩りは１０月頃からを予定しています。 

・大福づくり体験は、開催日時について、あらかじめ蒲郡

オレンジパークにお問い合わせの上、お越しください。 

また、予約の際に利用券での利用の旨をお伝えください。 

・内容については、蒲郡オレンジパークのホームページを

ご覧ください。 

 
利用券有効期限：令和元年１２月２９日（日） 

２名 

【蒲郡オレンジパーク】 

0533-68-2321 

③蒲郡海鮮市場 

タコの茹で方体験 

 

生のタコを塩もみして・ゆで・その場で食べ

る体験、「漁師さん秘伝の方法」を伝授しま

す。 

１名様分の利用券をプレゼント。 

・要予約（蒲郡海鮮市場のホームページをご確認くださ

い。）。 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。また、

予約の際にその旨をお伝えください。 

・付き添いの方が参加される場合は、別途料金が必要にな

ります。 

・ただし、２名以上で体験は催行されます。10歳以下のお

子様は親子で１名分として参加可能です。 

・予約方法、タコの茹で方体験の内容については、蒲郡海

鮮市場のホームページをご覧ください。 

 
利用券有効期限：令和元年１２月２９日（日） 

２名 

【蒲郡海鮮市場】 

0533-68-7879 

のんすけ賞 

（新城市） 

①道の駅つくで手作り村 

ニジマスの掴みどり体験 

 

道の駅つくで手作り村内の小川でのニジマ

スの掴みどり体験４匹分 

開催期間：３月中旬～１１月 

営業時間：１０時～１６時（木曜定休） 

・年齢制限なし 

・無料利用券を送付しますのでお持ちください。 

・要予約（右記連絡先にご予約のうえご利用ください） 

・参加人数は問いません。 

６名 

【つくで手作り村】 

0536-37-2772 



 

 

 

 

 ・利用券有効期限：令和元年１１月１５日(金) 

キャベゾウ賞 

（田原市） 

①「たはら巡り～な」 

非日常を体験！トロピカルフル

ーツのジャングル探検植物園 

 

 

 

 

珍しいフルーツの木々に囲まれたバリ島の

雰囲気をお楽しみください。園長のバリに

まつわるお話も好評です。 

（親子ペア券） 

毎日（体験 40分） 

10：00～22：00 

場所：小川農園 

 

・前日までに要予約 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・安全のため、ヒール靴での入場はできません。 

・体験場所は、たはら巡り～なホームページで確認できま

す。 

（たはら巡り～なで検索） 

・利用券有効期限：令和元年 12月 29日(日) 

２名 

【小川農園】 

受付：道の駅田原めっく

んはうす 

0531-23-2525 

（9：00～17：00） 

②「たはら巡り～な」 

渥美半島の先っぽで、土と触れ

合う農業体験 

 

 

 

 

草取りや収穫などの農業体験と、「野菜ソム

リエサミット」で日本一になった当園の野

菜の試食もあります。 

（親子ペア券） 

毎週日曜日（体験 60分） 

9：00～、10：30～、14：00～、15：30～ 

場所：吉田園伊良湖農場 

 

・前日までに要予約 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・ハウス内の作業になります。汚れてもよい服装でお越し

ください。 

・体験場所は、たはら巡り～なホームページで確認できま

す。 

（たはら巡り～なで検索） 

・利用券有効期限：令和元年 11月 3日(日)～令和元年 12

月 29日(日) 

２名 

【吉田園】 

090-6767-4818 

（8：00～18：00） 



③「たはら巡り～な」 

ふとんの匠と一緒にふんわりコ

ットン（もめん綿)でザブクッシ

ョンを作ろう 

 

針や糸ハサミを使わず、もめん綿を使って

50cm 角のザブクッションを作ります。店主

は全国技能グランプリで、内閣総理大臣賞

を受賞したふとんの匠です。 

（親子ペア券） 

営業日（月曜休み）（体験 45分） 

13：00～17：00の毎時スタート 

場所：ふとんのコクボ 

・3日前までに要予約 

・利用券を送付しますので、当日お持ちください。 

・希望の方は、綿畑で収穫体験（9月～11月）ができます。 

・クッション柄は、用意したものから自由に選べます。 

・体験場所は、たはら巡り～なホームページで確認できま

す。 

（たはら巡り～なで検索） 

・利用券有効期限：令和元年 12月 29日(日) 

２名 

【ふとんのコクボ】 

0120-590-210 

（8：00～20：00） 

とましーな賞 

（設楽町） 

①設楽ダム工事現場見学ツアー 

 

 

 

 

 

設楽ダム工事現場を見学するツアーです。 

設楽町商品券（2,000円分）をツアー参加者

にプレゼント。昼食、お買い物にどうぞ。 

・開催日：10月 1日～12月 20日のうち 1日 

・見学時間：午後 1時～午後 3時 

・1世帯 3名様までご参加頂けます。 

 ※一日あたり 3世帯まで 

・集合場所：設楽町役場駐車場 

・１カ月前までに、右記連絡先へ要予約。ご都合の良い日

をお伺いし、決定します。 

・利用券を送付しますので、集合場所へお持ち下さい。 

・役場駐車場からダム工事現場まで送迎します。 

・ヘルメットは役場で用意します。 

・工事現場内を移動しますので、歩きやすい靴、動きやす

い服装でご参加ください。 

６名 

【設楽町役場企画ダ

ム対策課】 

0536-62-0514 

②草木染体験 

開催者の都合により中止させて

いただきます。 

 

 

草木染の体験をしていただけます。 

・開催日：10月 1日～12月 20日のうち 1日 

・事前に参加人数をお知らせください。 

・体験場所：旧神田小学校  

・集合場所：設楽町役場駐車場 

・１カ月前までに右記連絡先へ要予約。ご都合の良い日時

をお伺いし、決定します。 

・利用券を送付しますので、集合場所へお持ち下さい。 

・役場駐車場から体験会場まで送迎します。 

 

２名 

【設楽町役場企画ダ

ム対策課】 

0536-62-0514 

③木、革の小物づくり体験 木と革「キーホルダー」作りをしていただけ ・１カ月前までに右記連絡先へ要予約。ご都合の良い日時 ２名 
【設楽町役場企画ダ

ム対策課】 



 
  

 

 

 

ます。 

・2,000円分の利用券をお送りいたします。 

・500～1,000円/個 

２個以上、お作りいただけますので、家族

でご参加ください。 

・開催日：10月 1日～12月 20日のうち 1日 

・所要時間：1～1.5時間 

・事前に参加人数をお知らせください。 

・集合・体験場所：木と革の aoyama 

をお伺いし、決定します。 

・利用券を送付しますので、集合・体験場所へお持ち下さ

い。 

0536-62-0514 

オニスター賞 

（東栄町） 

①そば打ち・五平餅づくり体験 

 

東栄町 交流促進センター 千代姫荘にて

そば打ち又は五平餅作り体験ができます！

自分で打ったそばや手作りの五平餅を食べ

ることができます！！ 

２名様分の利用券をプレゼント。 

ご家族の方もご利用ください。 

・利用券を送付しますので当日お持ちください。 

・要予約（右記連絡先にご予約のうえご利用ください） 

・別途、体験室料が午前 1000円、午後 1500円が必要とな

ります。（複数人でも同料金） 

・１名様ごとにそば打ち体験又は五平餅づくり体験お選

びいただきます。 

・駐車場は無料です。 

・そば粉を使用しますのでそばアレルギーの方はご留意

ください。 

・利用券有効期限：令和元年 12月 27日(金) 

６名 

交流促進センター 

千代姫荘 

0536-76-0489 


