令和元年９月１３日
中 部 地 方 整 備 局
新丸山ダム工事事務所

八百津町と御嵩町でお買い物をして
「見守りコンクリート」を手に入れよう！
～ダム事業による地域振興を目指して～
新丸山ダム工事事務所では、新丸山ダムの役割と地域の振興を目的にスタンプラリ
ーを開催します。
「令和元年度 新丸山ダムスタンプラリー」として、丸山ダムとともに、60 年以
上の長きにわたり、地域の安全・安心を見守ってきた歴史あるコンクリートの壁のか
けらを「見守りコンクリート」として、小瓶に詰めてお配りします。
また、今回のスタンプラリーでは、お楽しみの「くじ引き」を行いますので、この
秋は八百津町と御嵩町に是非おいでください。

○ 令和元年度 新丸山ダムスタンプラリー
１）実施期間：令和元年 9 月 20 日（金）～10 月 18 日（金）※土日祝も開催
※「見守りコンクリート」200 個がなくなり次第終了します
２）スタンプラリー方法：
・チラシ記載の八百津町・御嵩町内の店舗 3 箇所でスタンプを集めます。
１店舗 500 円以上でスタンプ１個（1 店舗１個限り）
チラシ（スタンプ用紙）は、各店舗や新丸山ダム工事事務所、
丸山ダム管理所、八百津町・御嵩町役場等で配布、入手可能
・３個スタンプを集めたら、新丸山ダム工事事務所で「見守りコンクリ
ート」と交換します。
【新丸山ダム工事事務所】（平 日：8:30～17:00）
（土日祝：9:00～16:00）
・さらに、その場で「くじ引き」
プレゼント（１等～３等）がその場であたります。
３）主催：国土交通省新丸山ダム工事事務所
協力：八百津町店舗（41 店）、御嵩町店舗（17 店）、前田建設工業（株）、
西田鉄工（株）、国土交通省丸山ダム管理所
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○ 配
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禁
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○ 問 い 合 わ せ 先

指定なし
美濃加茂市政記者クラブ、可児記者クラブ
国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所
副所長 折戸 充
調査課長 栗山 康弘
電 話 0574-43-2780

■見守りコンクリート

■１等 丸山発電所の水圧鉄管のかけら

■２等、３等 丸山ダムレトロカード（５種類）
※２等は５枚１セット、３等はお好きなカード１枚となります。

※写真データが必要な場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

参加店舗一覧【御嵩町】
オススメ!

元祖みたけとんちゃん
みたけからあげ

特産品

オススメ!

食

うなぎ

事

処

オススメ!

かえで定食

学生たちが学校帰りに立ち寄る、名鉄御嵩
駅すぐ隣の御嵩町民憩いの場。懐かしい駄
菓子や名鉄広見線を守ろう会が作る手作り
グッズ、みたけとんちゃんも販売していま
す。

焼きの直前に捌き、こだわりのタレで
新鮮なまま、丁寧に香ばしく焼きあげ
られた鰻は絶品！中山道御嶽宿に店を
構え、愛され続けて１００年。

明るく、優しい店主と奥さんのおススメ
は、かえで定食。サクッと揚げた天ぷら、
優しい味の茶わん蒸し、美味しいお刺身
におもわずご飯がすすみます。

1 よってりゃあみたけ

2 うなぎ・季節料理 魚邦

3

オススメ!

オムライス

食

事

処

オススメ!

チャーシューメン

食

事

処

オススメ!

コーヒー

昭和４５年創業。チャーシュー、タレは
自家製で、変わらない味を守り続けてい
る。幼い頃に食べたような懐かしい味は、
大将の人柄の良さと、温かさがにじみ出
ています。

ゆっくりのんびりくつろげる、みたけ
の人々の憩いの場。多人数でも、おひ
とり様でも立ち寄れるアットホームな
喫茶店。

4
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6 喫茶 かくれんぼ

グリルピート

オススメ!

やまいもん大福

産

品

無料で飲める特産品の舳五山（へごや
ま）茶でおもてなし。地域の方やみた
けを訪れる方々が気軽に立ち寄り、わ
いわい集う交流拠点。旅の休憩にぜひ
どうぞ。

8

昔ながらの駄菓子

駄

菓

子

和

菓

子

オススメ!

日によってメニューが
変わる惣菜

八

百

屋

オススメ!

たこやき

フワフワとろっとろの特大たこ焼きには大
満足すること間違いなし！人気キャラク
ターの赤い帽子がトレードマークの店主に
ぜひ会いに行ってみてください。

10 福井屋

11 マルヒチ

12 はなびし

ここにしかない服

飾

13 ハードウェアファクトリー

ゆらゆらびな

歴史・文化遺産

店主よっちゃんの愛情たっぷり・手作りの
味！素焼きでも美味しいたこ焼きのほか、
モチモチで丸くて可愛いたい焼きや、くる
みたっぷりの五平餅は絶品。

16 こなもん屋
☎090－5110－4641 定休日：日・月・火
営業時間：11:00～13:00/15:00～18:00 (12月～2月 17:30まで)
土曜日11:00～14:00のみ

オススメ!

モーニング

ボリュームのあるモーニング・豪華なランチ
に満足すること間違いなし！“みたけのええ
もん”認定の御嵩道中焼きおむすびで、あな
たもみたけのトリコ。

17 喫茶ぽっかぽか
☎67－8270 定休日：水曜日
営業時間：7:30～16:00 ※ランチは予約のみ

オススメ!

体

験
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喫

9 2

13 7

5

4
10

11

たこ焼き

イチゴのショートケーキ

15 Pâtisserie LAND

☎080－2638－0767 休館日：火・木・土・日
開館時間：10:00～15:00

たこ焼き・五平餅

やおつトンネル↑

「シンプル」「可愛い」を大切にしているま
ちの小さな洋菓子店。可愛くオシャレな雰囲
気の店内は、来る人をワクワクさせてくれま
す。

14 中山道ゆったり伏見宿

☎090－4233－9260 定休日：水曜日
営業時間：10:30～19:00

伏見宿 こなもん屋の
五平もち

みどころ!

茶

☎67－0221 定休日：不定休
営業時間：9:00～19:00 ※売切れ次第終了

旧伏見郵便局舎を利用した観光案内所。休
憩所として多くの旅人が立ち寄っています。
お茶会やコンサートなど地域交流の場とし
ても活用しています。

プロのデザイナーが作る、ハンドメイドの
お洋服。レディース、メンズ、老若男女問
わず、ここでしか手に入らない服を作りま
す。

オススメ!

食料品店

☎67－0028 定休日：日曜日
営業時間：8:30～18:30

服

喫

☎080－3670－4552 定休日：不定休
※５日前までに要予約
営業時間：11:00～17:00
（予約は３名様より受付）

地元の皆さんに愛されている御嶽宿唯一の
八百屋さん。焼き魚や煮物など、お惣菜の
品揃えも豊富。毎週水曜日の自家製味ごは
んを待ちわびている人も多い。

オススメ!
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17 16

六変化する菊の華ずし

住宅地の中に佇む和菓子屋。懐かしさと優
しさを感じさせる和菓子を一つひとつ丁寧
に作っています。

☎67－0126 定休日：火曜日
営業時間：8:00～19:00

15

9 みたけ華ずし

佐橋商店

オススメ!

処

地域の方から丁寧に教えてもらえるので、
初心者でも簡単に体験することができます。
フランスやタイ、中国でも好評を博した世
界の華ずしをお楽しみください。

☎67－0695 定休日：日曜日
営業時間：9:00～18:30

☎42－8580 定休日：水曜日
営業時間：9:00～17:00

かにっこ

オススメ!

事

☎67－5332 定休日：月曜日
営業時間：8:00～18:00

60年以上続いている昔ながらの駄菓子屋さ
ん。大人も子供も楽しめるお店です。

7 御嶽宿わいわい館

オススメ!

みふく サッポロラーメン

☎67－1623 定休日：木曜日夜
営業時間：11:00～14:00/16:30～20:30

特

食

食事処 かえで

目を疑うボリューム！メニューが豊富
な、ファンの多いカフェレストラン。
手作りのパンとケーキも大好評。コー
ヒーを注文するとパンがつきます！

☎67－4190 定休日：火曜日
営業時間：8:00～20:00

各店舗に関する詳しい情報はチラシをご覧ください

☎67－0248 定休日：月曜日
営業時間：11:30～14:00/17:00～21:00

☎67－0025 定休日：水曜日
営業時間：11:00～14:00/17:00～21:00

☎67－1112 定休日：月曜日
営業時間：10:00～18:00

スタンプラリー参加店舗マップ【御嵩町】

市外局番:☎ ０５７４

店舗１

店舗２

店舗３

新丸山ダム工事事務所

ケーキ

スタンプ台紙

☎50－2644 定休日：水曜日（臨時休業有）
営業時間：10:00～19:00

茶

スタンプラリーに関する問い合わせ先

国土交通省新丸山ダム工事事務所
〒505-0301
岐阜県加茂郡八百津町八百津3351
TEL：0574-43-2780
FAX：0574-43-3921

【協力】八百津町店舗
御嵩町店舗
前田建設工業株式会社
西田鉄工株式会社
国土交通省丸山ダム管理所

記念品引き換え所
新丸山ダム工事事務所
ファミリー
マート

スタンプラリー参加店舗マップ【八百津町】

参加店舗一覧【八百津町】 市外局番：☎ ０５７４
オススメ!

栗金とん、栗ぃむ大福

和

菓

子

オススメ!

栗金飩、季節の和菓子

和

菓

子

オススメ!

栗金糖、季節の和菓子

地元産の栗をふんだんに使った数々
の栗菓子。それぞれに工夫をこらし
て違った味わいを楽しんでいただけ
ます。9月の新栗時期は風味倍増。

栗本来の深い旨みに、ほんのり砂
糖の甘みが加わったシンプルこの
上ない味わいは、雑味のない上品
な口当たりです。

使用する栗は新鮮な八百津産のみ！
昔のままのスタイルを守り続け、添
加物は一切使用していません。こだ
わりの栗金糖をどうぞ。

1

2

3

亀喜総本家

☎43－0147 定休日：水曜日
営業時間：8:00～18:30

緑屋老舗

各店舗に関する詳しい情報はチラシをご覧ください

和

菓

子

よしの蔵膳

食事処・そば屋

自家製粉したそば粉を使って打ち
上げる蕎麦は通をもうならせます。
八百津の美味しい食材と合わせた
よしの蔵膳は人気の御膳です。

19

梅屋

☎43－0156 定休日：水曜日
営業時間：8:00～18:30

☎43－0144 定休日：水曜日
営業時間：8:00～18:30

オススメ!

手打ち蕎麦

オススメ!

食

丸山ダムカレー

事

処

丸山ダム60周年の記念に登場したダム
カレーはダムを忠実に再現した大人気
の一品！ルーは多種のスパイスをブレ
ンドし、いちから作る本格派。毎朝焼
くパンも人気です。

よしの蔵

20

food&drink

nanten

玄米せんべい・皿せんべい

八百津せんべい

味と品質にとことんこだわった特上玉
子煎餅から、玄米入りの香ばしい煎餅
など多種多様に製造しています。お好
みの煎餅でお茶と共に安らぎの時を。

33
40

21 日の丸製菓

(ナンテン)

☎43－2808 定休日：土・日・祝
営業時間：9:00～16:00

☎43－2366 定休日：月曜日
営業時間：11:00～15:00 （オーダーストップ14:30）

オススメ!

※ダムカレーはランチタイムのみ

☎43－1017 定休日：土･日
営業時間：8:00～18:00

31
オススメ!

栗きんとん・ロールケーキ

和洋菓子

オススメ!

お皿せんべい・特産品

地元で収穫出来る材料を使いお菓子作
りをしています。四季折々の果物を使
い、秋には栗を使ったスイーツが並ぶ
、新感覚のスイーツ店。

人気の皿せんはせんべいで作った皿の
中に多種のせんべいが入り、可愛いさ
で贈答にも人気です。八百津の誇る特
産品も取り揃えています。

4

5

ヴァンソレイユ（藤乃屋）

八百津せんべい

6

八百津せんべい本舗

☎43－1117 定休日：月曜日
営業時間：9:00～18:00

☎43－8108 定休日：月曜日
営業時間：10:00～18:30

玉柏・吉宝・恋度

オススメ!

地

酒

オススメ!

明治元年創業以来「喉ごしが良く、飲
み飽きのしない酒、甘い辛い、端麗芳
醇ということに関係なく、とにかく長
く付きあえる酒」を理想に醸し続けて
います。

炭火焼き豚

食

肉

みどころ!

丁寧に巻いた肩ロースを下ゆでしオ
リジナルの秘伝のタレでゆっくり煮
込み一晩漬け込んで、最後に地元の
炭で焼いた炭火焼き豚は看板商品！

22

蔵元やまだ

☎43－0015 定休日：年末年始
営業時間：9:00～18:00

命のビザ

歴史・文化遺産

事

処

35

☎43－2460 休館日：月曜日(祝日の場合は翌日),年末年始
開館時間：9:30～17:00（入館は16:30まで）

37

☎43－1035 定休日：無休
営業時間：9:00～17:00

生原酒・純米大吟醸

地

酒

オススメ!

調

味

料

八百津の豊かな環境の中で育まれる味
噌。かつを節から直接だしを取った「
ダシしょうゆ」はかけてよし、煮物等
にもこれ一本で万能です。

純米大吟醸から本醸造まで小仕込
で丁寧な酒造りをしています。特
に搾りにはこだわり、袋吊りや荒
走り等各種販売中です。

7

調味の素（だし醤油）

8

花盛醸造株式会社

食

フルーツビネガー

酢

オススメ!

内堀醸造の酢、米酢、黒酢、すし酢、フル
ーツビネガー、ワインビネガーは、厳選し
た素材のみを用いた体にやさしい商品です
。美容と健康に毎日どうぞ。

味噌平醸造株式会社

9

☎43－0012 定休日：年始
営業時間：9:00～18:00

☎43－0016 定休日：無
営業時間：平9:00～19:30休10:00～19:30

オススメ!

ダムカレー

食

事

処

杉原千畝記念館から徒歩3分。TVでも放
送された大人気のダムカレーは現丸と
新丸がコラボ。放ルーが楽しい♪毎週
木曜日はお得なダムカレー曜日！

内堀醸造株式会社

☎43－1185 定休日：土･日･祝
営業時間：8:00～17:00

オススメ!

蕎

蕎麦

麦

19 5 4
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36

やおつトンネル↓
オススメ!

喫

日替わりランチ

茶

窓から眺める木曽川の美しい景色が自
慢です。お腹がいっぱいになるお値打
ちランチが嬉しい！話題のダムカレー
もやってます。

のどごしの良いお蕎麦と天ぷらを古民家
座敷でゆったりと味わってください。ダ
ム関連DVDもご視聴いただけます。要予
約のダムカレーは1日5食限定。

25 ひだまりキッチンSoramame(そらまめ)

26 そば游居 珍竹林(ちんちくりん)

☎080－1584－3951 定休日：月曜日【9月29日(日)まで営業】
営業時間：11:30～15:00 (ラストオ-ダ-14:00)木・土日祝はﾀﾞﾑｶﾚｰのみ

☎43－0656 定休日：木・金
営業時間：11:00～14:00

生ラーメン5食入

製

麺

所

オススメ!

山ごぼう味噌漬け

特産品･ｶﾌｪ

オススメ!

明治創業。口あたり良く、つるっつる
で、腰のある熟成麺。彩り楽しい色い
ろ麺も好評です。
つたぶの麺で笑麺来福。

自然豊かな高原で栽培され厳選された農
作物の数々を独自の工法で漬け物に加工
。カフェ併設の店内には八百津の地酒や
煎餅、酢など特産品も揃います。

心ほほえむやさしいお茶でおもてなししま
せんか？美濃白川のお茶が種類豊富に揃っ
ています。種々茶器の扱いもあり、お気に
入りの茶器で和みの時を。

10 つたぶ製麺所

11 井上醸造

12 お茶の五宝園

☎43－0234 定休日：日・不定休
営業時間：8:00～18:00

オススメ!

ラーコン（こんにゃくラーメン）

創業大正十年、やおつのコンニャク屋。
バラエティ豊かで美味しくヘルシーなこ
んにゃく製品はお腹のデトックス効果ア
リ。“食”の健康習慣始めませんか。

オススメ!

四季の会席料理

和

食

処

渓谷美が見事な蘇水峡にほど近くのお食
事処です。松茸をはじめ、山菜、鮎、ぼ
たん鍋など四季折々、旬の厳選素材を使
っておもてなしいたします。

カツ丼・中華ソバ

食

事

処

15 大黒屋

☎43－0170 定休日：水曜日（月末の水は営業・木が休業）
営業時間：11:30～21:00

☎43－0176 定休日：日曜日
営業時間：8:00～17:00

オススメ!

コーヒー

喫

茶

オススメ!

1966年創業当時から変わらぬ店内。本物
のコーヒー豆が仕込まれたドアをくぐり美
味しいコーヒーを味わってください。お店
で焙煎した挽き立ての豆も販売してます。

いらっしゃい！やっとかめやのぉ！昭和
2年創業ふわふわ玉子の「かつ丼」美味
しいですよ。やっとぉぉ家庭的な大衆食
堂として暖簾を守っています。

14 日本料理いこい

13 佐合食品工業株式会社

オススメ!

☎43－1044 定休日：木曜日
営業時間：8:00～18:30

☎43－1797 定休日：月曜日
営業時間：9:00～17:00

こんにゃく

茶

白川茶 お茶道具

☎43－0146 定休日：日曜日
営業時間： 10:00～15:00

ホルモン・だし巻き玉子

居

オススメ!

創作料理

食

事

15
16 6
1
7

処

2
3

29 石焼き亭 絆

30

☎43－0473 定休日：木曜日
営業時間：8:00～17:00

☎080－3637－2739 定休日：月・火・水
営業時間：18:00～22:00

☎48－8608 定休日：不定休・月は夜の部のみ営業、 イベント時休業
営業時間：8:00～14:00/17:30～22:00

オススメ!

コーヒー・とろろそば

喫

茶

オススメ!

久田見あげ・豆腐の定食

築約150年の古民家の重厚な造り
を活かした温もりを感じるカフェ
。店主こだわりのカップとドリッ
プコーヒーでおもてなし。

宴会・仕出しはもちろん、ボリュ
ームたっぷりのランチが嬉しい！
土日は満席で入れないことも。

31 古民家茶屋 木乃葉

32 料理 山喜

☎42－1346 定休日：月・火・水(冬季1・2月は金・土・日のみ営業)
営業時間：8:30～16:30

☎49－2007 定休日：水・第4木曜日
営業時間：11:00～14:00/月・火のみ9:00～

食

事

処

オススメ!

パーコー・トンカラ

テレビ番組や雑誌にも紹介されドラマの撮影
にも使われたお店は80年以上前から変わらぬ
たたずまい。60種類以上揃う料理の中でもパ
ーコーは必食メニューです。

16

三勝屋

☎43－0165 定休日：月曜日
営業時間：11:30～14:00/16:00～20:00

食

事

処

オススメ!

美味しいお刺身定食

食

事

処

オススメ!

へぼ飯･松茸定食、各種定食

食

事

処

オススメ!

あんまき・六宝焼

和

菓

子

オススメ!

手作りパン各種

パ

ン

ログハウス山田

☎49－2118 定休日：土・日・月／1月と8月は休業
営業時間：8:30～16:00

刺身・焼き魚

富山魚津港、愛知三河からのおいしい
魚介類も用意しています。定食や、組
み合わせが選べるランチもお得！ちょ
っと変わった一品調理も味わえます。

へぼ飯定食、各種定食は年中やってま
す。秋季には松茸定食もございます。
団体様のお食事も承ります。

手作りのあんまきが自慢のお店。たば
こや菓子なども売っています。どうぞ
お気軽にお立ち寄り下さい。

料理は、海鮮系が多め。居酒屋メニュ
ーも豊富です！ 美味い酒と肴を、く
つろぎ空間でお楽しみ下さい。

17 正起

18 魚正

34 大澤屋製菓舗

35 小料理 葉月

☎43－0265 定休日：水曜日
営業時間：11:30～13:30/17:00～21:00

☎43－0107 定休日：不定休
営業時間：11:30～19:30

☎45－1013 定休日：火曜日
営業時間：8:00～19:00

☎43－3788 定休日：月曜日
営業時間：17:00～23:00

居

酒

屋

オススメ!

地酒・ワイン

本当に旨いお酒は生活を彩ります。皆
様の笑顔が溢れるひとときの為にその
１本に込められた思いを伝えます。
ソムリエのいるお店。

36

22

13
41

オススメ!

渡辺屋

☎43－0561 定休日：月・第3日曜日
営業時間：9：00～19：00

酒

類

刺身・焼き魚

食

事

処

オススメ!

うなぎ

宴会等お値打ちに提供しております
。ランチはボリュームたっぷり。お
刺身付きます。時間・お料理・ご予
算何でもご相談下さい。

うなぎと言えばココです！県外からも
訪れる大人気のお店。特製のタレで鰻
を焼き上げる芳ばしい香りは食欲をそ
そります。並んででも食べたい！

37 松仙

38 うな好

☎ 43－2900 定休日：月曜日
ランチ営業：火・水・木 11：00～14：00 予約にて時間限らず相談可

☎ 43－1215 定休日：水・第3火曜日
営業時間：11:00～14:00/16:30～19:30

オススメ!
オススメ!

17
28
18 39

AVALON802

総菜パンや季節の手作りパンが絶品で人気のお
店。とてもお値打ちに店頭販売しております。
注文販売やパン教室もやっています。八百津の
自然を楽しみながらぜひお立ち寄り下さい。

33

27

20

29

28 珈琲 五宝

Café&Bar

34

12

フレンチレストラン出身の店主が
作る美味しい料理とお酒のお店で
す。イベント、宴会、その他ご要
望にお応えします。

溶岩石で焼くホルモンをメインとした
焼き肉居酒屋 。老若男女問わず誰で
も来れる、わいわいにぎやかアットホ
ームなお店です。

32

11

☎43－2848 定休日：無休
営業時間：8:00～17:00

屋

記念品引き換え所
新丸山ダム工事事務所

21

27 軽食･喫茶 れもん

酒

10

8

※ 9月末にて閉店
オススメ!

26

30

※ 23 は入館料500円以下ですが、スタンプはもらえます。
オススメ!

24
23

38

24 食事処 若杉

23 杉原千畝記念館

☎43－0150 定休日：月曜日
営業時間：8:00～1900

食

松茸釜飯・中華そば

料亭で修行したご主人が、自家製の野
菜、地元産の食材等を使い、手作りで
仕上げた自慢の料理の数々をどうぞ。

ナチスドイツの迫害から逃れようと、リト
アニアに脱出してきたユダヤ人の命を救っ
た外交官。この偉大な功績を称え、後世に
伝える為に建設された記念館。

肉の御嵩屋

オススメ!

八百津せんべい

八百津せんべい

オススメ!

BBQ

食

事

処

食

事

処

オススメ!

地元野菜・五平餅

おいしくてどこか懐かしい。そして新
しいとっておきの八百津ブランド。種
類も豊富。手焼きの味、八百津せんべ
いを囲んで流れるゆったりした和みの
時をどうぞ。

手軽な昼食のほか、秋には松茸、春に
は山菜など季節の料理も味わえます。
川のせせらぎと森林浴の中で、要予約
のBBQも楽しい！紅葉の時期はライ
トアップも。

海の見える山里から、地元で採れた新
鮮野菜が驚きの安さです。久田見あげ
など地元の特産品・民芸品などもあり
ます。土日祝は炭火焼きの五平餅に舌
鼓。

39 八百津せんべい協同組合

40 料理旅館

41 しおなみ山の直売所

☎43－2369 定休日：日・水曜日
営業時間：12:30～17:00

☎43－1115 定休日：不定休
営業時間：10:00～16:00頃

五宝の滝

特

産

☎42－1355 定休日：水曜日（祝日の場合は営業）
営業時間：9:00～15:00

品

