
ししまいの練り歩き 
 1 月 4 日（土） 

園内を獅子舞が練り歩き、来園者にご利益を

お届けします。また獅子舞とダンスインスト

ラクターの健康体操も行います。 

 
 

令和元年１１月１３日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 
 

国営木曽三川公園 冬のイベント開催のお知らせ 
 

河川環境楽園、フラワーパーク江南では、クリスマスやお正月

に向けて、お子様から大人の方まで楽しめる様々なイベントを開

催します！ 
 

 

●冬の楽園祭● 

期間：令和元年１１月２３日（土・祝）～令和２年１月５日（日） 

場所：河川環境楽園（岐阜県各務原市川島笠田町） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

●冬のガーデンパーティ● 

期間：令和元年１１月２3 日（土・祝）～令和 2 年１月 5 日（日） 

場所：フラワーパーク江南（愛知県江南市小杁
お い り

町
ちょう

一色
いっしき

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■添付資料：各イベントチラシ ※イベント詳細は別紙イベントチラシをご参照ください。 

■配 布 先：中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、 

三重県第二県政記者クラブ、各務原市政記者クラブ、一宮日刊記者クラブ、 

大垣市政・経済記者クラブ、桑名市政記者クラブ、津島市政記者クラブ 

 

【問い合わせ先】 

●イベント内容に関する問い合わせ先（木曽三川公園管理センター 各拠点） 

・河川環境楽園    担当：花村、島崎 TEL：0586-89-7023 

・フラワーパーク江南 担当：桐口、吉野 TEL：0587-57-2240 
ホームページアドレス http:// kisosansenkoen.jp/ 

※参加申し込み及びイベントに関することは、各イベントで違いますので、別紙チラシを 

ご参照ください。 

●国営公園に関するお問い合わせ先 

木曽川上流河川事務所 河川公園課 杉山、今枝 

ＴEL：058-251-1379  FAX：058-251-1564 

木曽三川公園管理センター 

お菓子の家を作ろう  
12 月 21 日（土）、22 日（日） 

クッキーやチョコレートなどを使って、 

オリジナルのお菓子の家を作ります。 

手作り凧を飛ばそう 
1 月 2 日（木）、3 日（金） 

 ビニールと竹ひごで凧を作り、 

芝生広場で飛ばしてみよう。 

 

キャンドルナイト 
11 月 30 日（土）～12 月 22 日（日）の土日、 

23 日（月）～25 日（水） 

ガラスドームに設置した約 1,500 本のキャンドルが

幻想的な光の空間を演出します。 
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■ご案内

参加費

国営木曽三川公園
その他のイベント
国営木曽三川公園
その他のイベント ホームページは

「木曽三川公園」で検索！

138タワーパーク

ツインアーチのメリークリスマス
愛知県一宮市
11/16（土）～12/25（水）、1/1（水・元旦）～5（日）
お問合せ先： 0586-51-7105

フラワーパーク江南

冬のガーデンパーティ
愛知県江南市
11/23（土・祝）～1/5（日）
お問合せ先： 0587-57-2240

木曽三川公園センター　

冬の光物語
岐阜県海津市
11/23（土・祝）～12/31（火）
お問合せ先： 0584-54-5531

お正月の
　   おすすめ情報

日　　時

場　　所
対　　象
受　　付

1月2日（木）
10：30～14：00
木曽川水園　農家
小学生以下
当日受付　　　　　　無料

日　　時
場　　所

対　　象
受　　付
参 加 費

定　　員
                

1月18日（土）、25日（土）10：00～13：00
各務原アウトドアフィールド・竹の広場
※9：45にかさだ広場 日時計花だんに集合 
5歳以上（4歳以下の同伴不可）
電話での事前申込み（12/21（土）9時より開始）
おひとり100円（保険料）＋竹ごはん1食500円
※1食分でお米3合分となります。申込み時に希望数をお知らせください。

先着20名　　　　　　 汚れても良い服装、長靴
（のこぎり・軍手・ヘルメットはこちらでご用意します）

1月3日（金）、4日（土）、5日（日）
10：30～15:00 ※5日は13：00～
木曽川水園　農家とその周辺
先着 300名　※5日のみ先着200名
無料　　　　　　　当日受付

日　　時

場　　所
定　　員
参 加 費

日　　時

場　　所

1月4日（土） 
①10：00～10：30  ②12：00～12：30  ③14：00～14：30
水族館入口前～水園広場　　　　　　　無料もちつき体験

ししまいの練り歩き

新春　書き初め大会！

農家の庭や板の間で、福笑い、
すごろく、竹馬などの昔なつかしい
お正月遊びを楽しもう！

杵と臼でおもちをつこう！

●13：00～ 各務原高等学校による
  　　　　   書道パフォーマンス開催！
・詳しくはオアシスパークHPをご覧ください。

竹林救援隊と一緒に竹林に入り、竹の伐採を
してお手入れしよう！ 終わった後はお昼に
おいしい竹ごはんを食べよう！

日　　時
場　　所
定　　員
受　　付

1月2日（木） ①10：45～11：30　②13：45～14：30
木曽川水園　辻の茶屋
各回先着 200名（各回分なくなり次第終了）
当日受付                無料

お問合わせ先  0586-89-7023
自然発見館 

昔あそび大会

大人1,500円  中高生1,100円  小学生750円  幼児（3歳以上）370円
平日 9：30～17：00（土日祝日は18：00まで）
※入館は閉館の1時間前まで
12月9日（月）、1月14日（火）、2月10日（月）、3月9日（月）

TEL.0586-89-8200

TEL.0586-89-6766

TEL.0586-89-7023

入 館 料

開館時間

無料　※観覧車など施設により料金が必要です。
9：30～22：30（1/2（木）～3/15（日）は19：00まで）
［インフォメーション9：30～18：00］
12月9日（月）、1月14日（火）、2月10日（月）、3月9日（月）

入 園 料

開園時間

無料
※プログラム参加は有料
9：30～17：00（3月は18：00まで）
※かさだ広場　9：30～16：30（3月は17：00まで）
12月9日（月）、31日（火）、1月1日（水・元日）、14日（火）、
2月10日（月）、3月9日（月）

入園・入館料

休園・休館日

休園・休館日

休　園

開園・開館時間

世界淡水魚園水族館

アクア・トト ぎふ

木曽川水園・自然発見館・かさだ広場

2019.11.135,000

各施設のご案内 ※開園・開館時間、休園・休館日は12月～3月までの情報です。
　ＨＰ・ＳＮＳもご覧ください。

●各務原市ふれあいバス「各務原市役所」「新那加駅」などから、「⑥⑦川島線」に乗車、「河川環境楽園」
　バス停下車
［東海北陸自動車道上り線（名古屋方面）をご利用の皆様へ］  川島PA上り線のハイウェイオアシスは
駐車台数が限られている為、土・日・祝日などの混雑時には、駐車までにお時間をいただく場合がご
ざいます。その為、当施設をご利用になられるお客様には、川島PAより一つ手前の「岐阜各務原I.C」
から、一般道を通るルートをお勧めしています。

［交通のご案内］ ●東海北陸自動車道「一宮木曽川I.C」から約20分、「岐阜各務原I.C」から約10分
 　※「川島PA・ハイウェイオアシス」からも入園できます。
 ●一般道　岐阜市内よりR21経由　約30分、名古屋市内よりR22で約60分
 ●「名鉄・JR岐阜駅」より岐阜バス川島松倉行「川島笠田」下車、徒歩 約15分
 　※土日祝日は「河川環境楽園」下車
［駐車場・開場時間のご案内］ ●中  央  駐  車  場／8：30～22：30
      （11/1（金）から22：00まで、1/1（水・元日）～3/15（日）は19：00まで）
   ●東口・西口駐車場／8：30～17：00 （3月は18：00まで）
   ●かさだ広場駐車場／8：30～16：30 （3月は17：00まで）

縁起物のししまいに頭をカプッとしてもらおう！
水族館の入口前からオアシスパーク園路を
通って、水園広場まで練り歩きます。
最後に水園広場でししまいと一緒に健康体
操も行います！

※雨天時は一部の遊びが
　体験いただけません。
　ご了承ください。

参加費

受　　付

※雨天
　中止

※雨天
　中止

※雨天
　中止

※小雨決行

日　　時
場　　所
参 加 費

1月4日（土）11：00～15：00
ガラスドーム　　　　　どなたでも
無料　　　　　　　 オアシスパーク 0586-89-6766

参 加 費

竹林のお手入れをしよう　かさだ広場

おもちのふるまい

服　　装

対　象
お問い合わせ

※実際の中身と異な
る場合があります。

みんなで寄せ書き初めをして、1年の目標を
表そう！書道パフォーマンスも披露します！



1月

2月

12月

3月

　
木曽川水園・自然発見館・かさだ広場

日　時
場　所
定　員
協　力
参加費
申込方法

日　時
場　所
定　員
参加費
申込方法
持ち物

日　時
場　所
定　員
参加費
締　切
申込方法

日　時
場　所
定　員
協　力
参加費
申込方法

農家の十二ケ月

「大根の抜き取り&
     はぜかけ」をしよう

「七草粥」を食べよう

「味噌」をつくろう

「桃の節句」

1年の始まりに無病息災を願って、
　　　　       七草粥を食べよう。（一人一家族の申し込みに限ります）

畑で大根を収穫し、「はぜ」にかけて干そう。

ドームの中を自由に飾り、オリジナルの
スノードームを作ります。

閉館後の夜の水族館を特別に公開！

お魚スノードームをつくろう！ 夜の水族館

農家の大窯で煮た大豆と麹を
      つかって「味噌」をつくろう。

桃の節句をお祝いする料理をつくろう。

電話
申込

11月23日（土・祝）
9時より受付開始

電話
申込

2月1日（土）
9時より受付開始

◆カピバラ4兄弟の
      ゆず風呂タイム

◆ものづくりワークショップ

冬のおすすめ情報

2月9日（日） 10：00～12：00
木曽川水園　農家
20名（応募者多数の場合は抽選）
1パック 700円　　　　　あゆみの会
1月6日（月）必着

12月7日（土） 10：00～11：00 
木曽川水園　農家・西の畑 （受付は自然発見館）
20名
ひとり 100円
電話での事前申込
汚れても良い服装
長靴、軍手（畑に入ります）

日　時

場　所
料　金
対　象

11月23日（土・祝）～3月15日（日）の
土日祝及び冬休み期間   10：00～16：00
ぐるり森横広場
600円/10分間　※グループ利用可
3歳以上（15歳以下の方は要保護者同伴）

日　時

場　所
参加費

対　象

1月11日（土）～3月1日（日）の土日祝
時間/10：00～15：00
※暖冬等の影響により期間を短縮する場合がございます。
ガラスドーム前広場
800円（時間無制限）
保護者同伴 200円　※0～1歳は無料
2歳以上（5歳未満は要保護者同伴）
※その他詳細はＨＰをご覧ください

日　時
営業時間
料　金
対　象

11月2日（土）～3月1日（日）
10：00～17：30
600円
2歳以上（5歳未満は要保護者同伴）

日　時
場　所

12月7日（土）～2月2日（日）
ＢＢＱ ＣＡＮＶＡＳ   受付/10：00
※その他詳細はＨＰをご覧ください

10分貸し切り！！思いっきり飛び跳ねて遊ぼう！！

「冬はあったか室内で氷の世界の宝石探し」

日　時

場　所
料　金

利用制限

11月23日（土・祝）～3月15日（日）の
土日祝及び冬休み期間   10：00～16：00
中央水路
❶お魚ドローン　　1台　10分 　800円
❷潜水艦ドローン　1台　15分 1,500円
※グループ利用可
16歳未満の方は要保護者同伴

水路内の景観を楽しみながら
   水中ドローンの操縦をしてみよう！！

期　間
料　金

定　員
締　切

12月14日（土） 16：30～20：30 
高校生以上4,000円　中学生以下3,300円
※夕食付き
※中学生以下は
       保護者同伴
40名
開催日の2週間前
※ハガキまたは
　   HPから応募

期　間

料　金

12月8日（日）～12月29日（日）
の土・日・祝
12：00～16：00 
入館料+500円

期　間 ～12月8日（日）
期　間 12月14日（土）～

      4月12日（日）

3月1日（日） 10：00～11：30
木曽川水園  農家
20名
あゆみの会
1人前 300円
電話での事前申込

日　時

場　所 
協　力
対　象
参加費

11月30日（土） 
10：00～16：00
※中止の場合は12/1（日）に順延
かさだ広場　芝生広場
NPO法人竹林救援隊
どなたでも　　　　　 当日受付
無料

1月5日（日） 10：00～12：00
木曽川水園  農家
先着 100名
あゆみの会　
1食 100円
当日受付

協　力

往復はがきによる事前申込（1組様1通のみ）
①郵便番号 ②住所 ③代表者氏名・年齢 ④電
話番号 ⑤参加者氏名・年齢 ⑥味噌の希望数
（1パック約700ｇ） ⑦返信はがきに「郵便番号・
住所・氏名」を記入の上、下記までお送りください。

冬至にちなみ、ゆずを浮かべたお風呂が登場！ゆず風呂
でくつろぐ、カピバラ4兄弟の姿をお楽しみください。

〒501-6021
岐阜県各務原市川島笠田町
河川環境楽園 自然発見館 
　　　  「味噌をつくろう」係

応募先

  

往
復

　
は
が
き

今年はお風呂が大きくなります！

南米大陸のほぼ中央に広がる、世界最大級の大湿原、パンタナール。
淡水魚はもちろん、多種多様な動物たちが生息するその大湿原を、
生体展示や現地で撮影した写真、映像などで紹介します。

冬の年パスキャンペーン

期間中、年パスを
　　　  購入・更新で

カピバラゆず風呂の
     入浴剤プレゼント

期間 11/16（土）～1/13（月・祝）

12/21（土）、22（日）、28（土）、29（日） 時間 15：30～期間

第1章   澄みわたる泉

第2章   残された森

アクア・トトぎふ
のイベント情報冬冬 なな   くさ   がゆ

もも                せっく

み　  そ

オアシスパーク
お問合わせ先

ホームページ http://www.oasispark.co.jp
0586-89-6766 お問合わせ先

ホームページ
0586-89-8200
https://aquatotto.com

アクアトト 検索
お問合わせ先  0586-89-7023木曽川水園・自然発見館

冬 イベント情報
雨天
中止

雨天
中止

雨天
中止

手ぶらでできる冬キャン体験！お手軽薪割りや
ティピーテント、焚火ゾーンやダッチオーブン料理
も手ぶらでＯＫ！ 冬のＢＢＱＣＡＮＶＡＳがアツい！

ひるがの高原の天然雪で遊ぼう！昨年から雪遊びゾーンを
大きく拡大！雪だるまづくりや雪やまあそび、そりあそび
などが楽しめる、屋外「スノー・キッズコーナー」登場！

人気の宝石探しが冬バージョンに♪氷の世界で洞窟体験
を楽しもう。冬期期間はレアアイテム「宝箱の鍵」増量中。
伝説の宝箱をあけるチャンス！

トランポリンフィールド

水中ドローンアドベンチャー

雪遊び体験 ゆきんぱ

トレジャーストーン発掘隊

BBQ CANVAS
     手ぶら冬キャン体験

(
(

※小雨決行・荒天中止

竹の王国で遊ぼう！
巨大な竹ピラミッドや
　竹の工作が楽しめる
　　「竹の王国」が登場！

受　付

※竹の工作は有料

・竹ゴムでっぽう・ミナモの
 おきあがりこぼし（300円）
・竹トンボ・竹笛（100円）

特殊な電熱ペンで木や革を焦がして模様を描き、オリジ
ナル小物を作ります。
毎週水・金曜日は、ウッドバーニングの基礎から協会認
定講師クラフトマスターを目指す方までを指導する
「アート教室」を開催します。

11/30（土）、12/7（土）、12/8（日）、12/14（土）、12/22（日）
12/24（火）～12/29（日）、1/2（木）～1/6（月）、1/11（土）～1/13（月・祝）
1/18（土）、1/19（日）、1/25（土）、1/26（日）
及び毎週水・金曜日10：00～15：00（※11/30は16時まで）

誰でもできるウッドバーニング

12/8（日）、1/26（日）
10：00～15：00

作って遊ぼう！紙工作

押し花＆山の幸染め＆
グラスアート＆
タイルクラフト体験教室

参加費

400円より
12/1（日）～30（月）

自然発見館内通路 　※観覧無料

【ウッドバーニング作品展】

季節の草花や野菜などをスケッチして
オリジナルのポストカードを作ります。

イラスト画を切り抜いて立体カード
を作ります。

コマや季節の折
り紙などを作って
遊びます。

押し花やグラスアート・
タイルアートを使った
小物作りやハンカチ染
め体験。

毎週火・水・木曜日但し、
12/31（火）～ 1/2（木）・
1/14（火）はお休みです。 
10：30～ 15：00

さいとうおじさんの
絵手紙教室

参加費 300円（2枚）

（小箱500円・ストラップ300円）

12/7（土）、12/22（日）
1/5（日）、1/13（月・祝）
10：00～15：00

簡単キラキラ小物を
作ろう

キラキラ光るラインス
トーンやビーズを使っ
てオリジナルのデコ
小物を作ります。

参加費

400円より

11/23（土・祝）、12/7（土）、12/28（土）、
1/11（土）、1/25（土）
10：00～15：00

選んで作ろう万華鏡

木や竹、木の実など自然素材を利用して
動物や昆虫を作ります。

参加費 100円より

12/21（土）、1/18（土）
10：00～16：00

よのさんの木工教室

ミラー形状、外筒、オブジェクト
を選んで本格的なオリジナル
万華鏡を作ります。
和紙工芸の丈夫な箱に飾り付
けをしたり、ホログラムプレート
に飾り付けをしてストラップを
作ります。

参加費 1,000円より1,000円より

11/30（土）、12/7（土）、12/8（日）、12/24（火）～12/26（木）
1/2（木）～1/4（土）、1/11（土）、1/13（月・祝）
10：30～15：00

ろくさんのおもしろ工作
12/1（日）、12/15（日）

1/26（日）　  10：00～16：00

お絵描き工作教室＆絵手紙

11/30（土）、12/14（土）、12/22（日）
12/23（月）、12/27（金）～12/29（日）
1/3（金）、1/4（土）、1/25（土）
10：00～16：00

音を楽しむ竹細工

竹を使って、フク
ロウやウグイス等
の鳥笛作りやドン
グリアートを行い
ます。

石の絵、干支の土鈴作り、クリスマスカード、サンタ
さんを作ろう、年賀状作りを行います。

参加費

木や竹など自然の材料を使って、昔懐かしいおもちゃを作ります。

11/30（土）、12/20（金）、12/24（火）、12/25（水）
1/2（木）～1/5（日）
1/11（土）～1/13（月・祝）　1/26（日）
10：00～15：00

いろいろ体験

参加費 300円より参加費 300円より 参加費 300円より

参加費
染色体験 1,700円より
アレンジ体験 1,000円より参加費 300円より

参加費

250円より 300円より

何を
つくろうかな

参加費

100円より

1/18（土）
10：30～15：00

３Ｄカードを作ろう

プリザーブドフラワーを使ったアレンジ体験
とプリザーブド加工の簡単な染色体験。

12/8（日）、1/12（日）  11：00～15：00

アトリエkeiの染色手作り
プリザーブド・バイオフラワー

乾くと不思議な模様
が出る超透明ガラス
絵の具で塗り絵をし
て、ステンドグラス
のような作品を作り
ます。

※染色体験は事前予約
　（TEL 0586-89-7023　自然発見館）
　ピンクのミニバラ  1本持参

参加費

600円より

11/24（日）、12/8（日）、12/22（日）
12/30（月）、1/5（日）、1/12（日）
10：00～15：00

ディンプルアート体験

自然発見館自然発見館 （市民参加イベント）冬のおもしろ工房冬のおもしろ工房 TEL0586-89-7023
●お問い合わせ先●開催場所●期間

自然発見館 11/23●● ▶ 1/31●土・祝 金いつでも参加OK!!

【さいとうおじさんと仲間達作品展】
1/7（火）～30日（木） 自然発見館内通路

★1/2(木)～1/4(土)
楽しいぬいもの
　　　「子の絵馬作り」
各日先着5組  1,200円

観覧
無料

わくわく粘土・輪ゴムで飛
ばす紙ひこうき・うさぎさ
ん飾り、はらぺこ青虫など
を作ります。



大人のための平日講座 場所：クリスタルフラワー1Fセミナー室

「バラ講座」

バラの育て方について、冬季剪定や

誘引などデモンストレーションを

交えて説明します。

講師：花フェスタ記念公園　浅野洋一氏

定員：先着30名（11/15より電話予約）

料金：無料

12/12（木）14:00～16:00
この木は何の木？という素朴な疑問に対して、

樹木の名前の調べ方のポイントを説明する

講座を行います。

講師：岐阜県立森林文化アカデミー講師　玉木一郎氏

定員：先着15名（12/15より電話予約）

「木の名前の調べ方講座」
1/16（木）14:00～16:00

料金：無料

クリスマスリース展クリスマスリース展クリスマスリース展
応募期間 ： 11/23(土・祝) ～ 11/30(土)
展示期間 ： 12/7(土) ～ 12/25(水)
投票期間 ： 12/7(土) ～ 12/21(土)
投票結果掲示 ： 12/22(日) ～ 12/25(水)

12/7(土) ～ 12/25(水)

11/23(土・祝)
　　～ 12/1(日)　　様々なシクラメンを約50鉢展示します。

料金 ： 観覧無料　場所 ： クリスタルフラワー 2Ｆ展示コーナー

シクラメンの展示に合わせ、様々なシクラメンの中からお好きな
シクラメンに投票していただきます。
投票された方の中から20名様にシクラメンをプレゼントします。
( 投票はお一人様一回、プレゼントは取りに来られる方限定 )
料金 ： 無料　場所 ： クリスタルフラワー 2Ｆ展示コーナー

投票期間 ： 11/23(土・祝) ～ 11/29(金)
結果発表 ： 11/30(土)、 12/1(日)

11/23(土・祝)
　　～ 12/1(日)

シクラメン展シクラメン展シクラメン展

シクラメン人気投票シクラメン人気投票シクラメン人気投票

プチプレーパーク
『木で遊ぼう！』
プチプレーパーク
『木で遊ぼう！』

①１０:００～１２:００ ②１３:３０～１５:３０①１０:００～１２:００ ②１３:３０～１５:３０
11/24(日)、 12/1(日)11/24(日)、 12/1(日)

伐採された木などを使って自由に遊ぼう！

場所：西口駐車場横芝生広場　※雨天中止

定員 ： 各回先着 50 名程度
料金 ： 100 円 ( 保険料込 )

伐採された木などを使って自由に遊ぼう！

場所：西口駐車場横芝生広場　※雨天中止

定員 ： 各回先着 50 名程度
料金 ： 100 円 ( 保険料込 )

1/5(日)1/5(日)
①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０
①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０
伐採された木や雪を使って自由に遊ぼう！

場所：西口駐車場横芝生広場　※雨天中止

定員 ： 各回先着 200 名程度
料金 ： 100 円 ( 保険料込 )

伐採された木や雪を使って自由に遊ぼう！

場所：西口駐車場横芝生広場　※雨天中止

定員 ： 各回先着 200 名程度
料金 ： 100 円 ( 保険料込 )

プチプレーパークスペシャル
『木と雪で遊ぼう！』
プチプレーパークスペシャル
『木と雪で遊ぼう！』

お菓子の家を作ろうお菓子の家を作ろうお菓子の家を作ろう
①１０:００～１２:００ ②１４:００～１６:００
12/21(土)、 12/22(日)

クッキーやチョコレートなどを使って
お菓子の家を作ります。
料金 ： 2,500 円 / セット　場所 ： クリスタルフラワー 1Ｆセミナー室
定員 ： 各回 24 セット　※詳しくはＨＰをご覧ください。
※往復はがきにて事前予約 (12/1 ～ 12/10 消印有効 )

新年のイベント
手作り凧を飛ばそう手作り凧を飛ばそう

①１０:００～　②13:00 ～
1/2(木)、 3(金)

ビニールと竹ひごで凧を作り芝生広場で
飛ばしていただきます。
料金 ： 300 円 / 個
場所 ： 芝生広場
　　　 ・ クリスタルフラワー 1Ｆオープンスペース
定員 ： 各回先着 50 個

新春もちつき体験新春もちつき体験
13:３0 ～1/5(日)

お子様限定で餅つきを体験
していただきます。
料金 ： 無料　場所 ： 南側ウッドデッキ
定員 ： 先着 100 名

新春お雑煮のふるまい新春お雑煮のふるまい
１０:００～１１:３０1/5(日)

新年を祝ってお雑煮のふるまいを
行います。
料金 ： 無料
場所 ： クリスタルフラワー 1Ｆ ワークショップ室
定員 ： 先着 90 名 (１５分前より整理券配布 )

ご応募いただいた手作りのクリスマスリースを展示します。
また、来園者による人気投票で上位入賞者を決定します。
ご出展された方にはチューリップの球根をプレゼントします。
料金 ： 観覧無料　プレゼント協賛：福花園種苗株式会社
※詳しくはＨＰをご覧ください。　　場所 ： クリスタルフラワー 2Ｆ

ツリーに花を咲かせようツリーに花を咲かせようツリーに花を咲かせよう
９:３０～１２:００、 １３:００～１６:００　展示期間 ： 11/23(土・祝) ～ 12/25(水)

11/24(日)、 12/1(日)、
8(日)、 15(日)、 22(日)

エントランス広場のヒトツバタゴの木に花を模した飾りをつけていただきます。
料金 ： 無料　受付場所 ： クリスタルフラワー 1Ｆ

羽子板を作ろう羽子板を作ろう
①１０:００～ 12:00
②13:30 ～ 15:30
①１０:００～ 12:00
②13:30 ～ 15:301/4(土)

和紙や松ぼっくりなどを使って
羽子板のお正月飾りを作ります。
料金 ： 500 円 / 個
場所 ： クリスタルフラワー 2Ｆ
定員 ： 各回先着 30 個
　　　各回 15 分前より受付

2020 1.52019 11.23
(11/23(土・祝)～11/30(土) は17:00 まで )9:30～16:30

※12/9(月)、 12/31(火)、 1/1(水・祝) は休園日

①10:00 ～ 12:00 
②13:30 ～ 15:3012/14(土) 料金 ： 500 円 / 個

定員 ： 各回先着 25 名
※各回 15 分前から整理券配布
場所 ： クリスタルフラワー 2Ｆ

ドライフラワーでミニリースを作ろう！ドライフラワーでミニリースを作ろう！

クリスマスコンサートクリスマスコンサート
①11:00 ～ 11:30
②14:00 ～ 14:3012/15(日)

料金 ： 観覧無料演奏者 ： ふるーつロール
場所 ： クリスタルフラワー 1Ｆオープンスペース

ドライフラワーを使って
ミニリース作りを行います。

フルートにオーボエとコントラバスを
加えた 8 名の演奏による
クリスマスコンサートを開催します。
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花の種のプレゼント
友の会会員が育てたお花の種をプレゼント！

場所：クリスタルフラワー1F入口
定員：先着100名　※なくなり次第終了

時間：9:30～　料金：無料

子供の縁日
ヨーヨー釣りやどんぐりゲームなどで楽しく遊ぼう！ 場所：クリスタルフラワー屋内・屋外

時間：13:30～15:00（受付時間）
料金：無料　※1歳以上小6以下

参加者にはサンタさんからの
プレゼントがあります。

レジンクラフト体験教室
液体樹脂に花や貝を閉じ込めて小物づくりしてみませんか？

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：レジンクラフトダブルローズ

時間：10:00～15:00　料金：400円～

まゆ人形づくり
まゆを使ってお花や人形づくりをします。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：まゆを楽しむ会

時間：10:00～15:30　料金：200円～

12/23（月）～27（金） 1/3（金）

12/16（月）
12/20（金）

12/13
（金）

11/25
（月）

さいとうおじさんの絵手紙教室
はがきに季節の草花を描いて絵手紙を作ろう！

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：斉藤 征史

時間：10:30～15:00　料金：300円 12/2（月）
12/6（金）

グラスアート体験
特殊なフィルムとリード線でステンドグラス風に小物をアレンジします。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：ヨーロピアンRACフラワー

時間：10:00～15:30　料金：500円～

フラワーアレンジメント（生花）イブ
生花を使ってブライダルブーケなどを作ります。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：脇田 玲似子

時間：10:00～15:00　料金：500円～
12/18
（水）

12/12
（木）

11/28
（木）

スクラップブッキング体験
思い出の写真を素敵に飾りましょう。 

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：クリエイティブメモリーズ（杉山・大西）

時間：10:00～15:00　料金：300円～
持ち物：
写真1～5枚

アロマテラピークラフト作り
天然100％の精油でアロマスプレーやバスソルトを作ろう！

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：アロマ ジュジュベ

時間：10:00～15:30　料金：500円～

ハーバリウム体験教室
プリザーブドフラワーなどで植物標本を作ります。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：Shine Fairy

時間：10:00～15:30　料金：500円～

ディンプルアート体験
乾くと不思議なディンプル模様が出る
超透明ガラス絵の具で塗り絵を楽しもう。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：ディンプルアート・タイム

時間：10:00～15:00　料金：500円～

12/27（金）

12/23（月）～27（金）11/29（金）
ソープフラワーアレンジ体験教室
石鹸の香りのソープフラワーと造花を可愛くアレンジしましょう。　

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：HANA彩

時間：10:00～15:30　料金：500円～

12/18
（水）

おどろきアート「わた絵」体験
天然の綿を使い立体的な絵画を作ります。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：長尾 よしみ＆堀田 きよみ

時間：10:00～15:30　料金：500円～

12/11（水） 12/18（水）11/27（水） 12/4（水） 12/25（水）
3Dカード教室
イラストを切り抜いて立体的なカードを作ろう！

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：デコグラフ工房

時間：10:00～15:30　料金：300円～

アトリエkeiの染色手作りプリザーブドフラワー
枯れない花でアレンジメントを作ろう！

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：アトリエkei

時間：10:00～15:00 料金：1,000円～

誰でもできるウッドバーニング教室
木の板に電気ペンで絵を描き、キーホルダーやペンダントを作ろう！

場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室
実施者：宮本 ちさと

時間：10:00～15:30　料金：400円～

フラワーパーク江南
友の会とは？

公園管理者と協働で市民花壇の
手入れやイベント運営など、
様々な活動をしています。

随時メンバーも募集中！！
興味のある方はぜひ一度

お問合せ下さい。

◎事前申込が必要なイベントはフラワーパーク江南管理事務所までお電話にてお申込み下さい。　
◎事前申込の必要ないものはイベント会場で随時受付です。◎当公園は環境に配慮してゴミ箱を設置しておりません。ゴミの持ち帰りにご協力お願いします。
※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合があります。また、12:00～13:00まで昼休憩となります。都合により休憩時間がずれる場合がありますのでご了承ください。

◎事前申込が必要なイベントはフラワーパーク江南管理事務所までお電話にてお申込み下さい。　
◎事前申込の必要ないものはイベント会場で随時受付です。◎当公園は環境に配慮してゴミ箱を設置しておりません。ゴミの持ち帰りにご協力お願いします。
※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合があります。また、12:00～13:00まで昼休憩となります。都合により休憩時間がずれる場合がありますのでご了承ください。

自然観察会
園内や河川敷で樹木や野草の冬支度を観察します。

時間：各日10：00～12：00
料金：100円（保険料含む）
定員：20名（先着順）　場所：園内及び周辺

 ※12/1から
　  受付開始

自然工作教室
木材やどんぐりなどを使って作ろう！ 場所：クリスタルフラワー   ワークショップセミナー室

時間：各日10:00～15:30（12/8は午前のみ）
料金：100円～

午前
のみ

1/3（金）

イベントの　  は事前予約が必要です。
お電話にてお申し込みください。

誰でも気軽に楽しめる
イベントが盛りだくさん！
誰でも気軽に楽しめる
イベントが盛りだくさん！

12/26(木)～1/5(日)
場所：クリスタルフラワー2Ｆ
料金：無料

冬の花‘パンジー’を折り紙で
作ってお持ち帰りいただけます。

冬のクイズラリー

期間中毎日
場所：園内全域　料金：無料

フラワースナップ
　　　　　　　　‘Winter’

期間中毎日
場所：クリスタルフラワー1Ｆ
　　　エントランス
投稿期間：11/23～1/4
随時掲示していきます。
料金：無料

折り紙でパンジーを作ろう

植物に関するクイズラリーをしながら、園内を探索
していただきます。参加賞には花や野菜の種を
プレゼントします。

園内で咲いている花を写真に
撮って投稿してみよう！投稿さ
れた方にはもれなく管理事務所
で花の種をプレゼントします。
詳細はHPにて

皿回し体験
自由に皿回しにチャレンジしていただきます。 場所：クリスタルフラワー1Ｆオープンスペース

時間：13:30～14：30
料金：無料

1/3
（金）

新春祝い甘酒サービス
甘酒のサービスを行います。

場所：クリスタルフラワー   ワークショップ室
定員：先着100名(整理券は5分前より配布)

時間：11:00～11：45　料金：無料

サンタになってみよう

10:00～16:00
11/23(土・祝)～12/25(水)

料金：無料　貸出場所：管理事務所

サンタやトナカイの衣装を着て
園内のフォトスポットで写真を撮ろう！
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