
 

 

令 和 元 年 ９ 月 ４ 日 ( 水 ) 

国土交通省中部地方整備局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 
 

国営木曽三川公園の秋季イベントをご紹介！ 

みなさまのご来園をお待ちしております。 
 

●秋のガーデンパーティ● 

期間：令和元年 9 月 21 日（土）～令和元年 11 月 4 日（月・祝） 

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

） 

 

 

 
 

 

●サリオパーク祖父江オータムフェスタ● 

期間：令和元年１０月１２日（土）～令和元年１０月２７日（日） 

場所：サリオパーク祖父江（愛知県稲沢市祖父江町） 

 

 

 
 
 

 

●羽島市健幸フェスティバル in 桜堤サブセンター● 

期間：令和元年 10 月１９日（土）雨天予備日：10 月 20 日（日） 

場所：桜堤サブセンター（岐阜県羽島市桑原町） 
 

 

 

 

 

 

 

■添付資料：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） 

・フラワーパーク江南 担当：桐口、吉野  Ｔｅｌ：0587-57-2240 

・サリオパーク祖父江、桜堤サブセンター 

 担当：小田(138 内) Ｔｅｌ：0586-51-7105 
※イベント及び参加申し込みに関しては、各イベントで異なりますので、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 

「ふれあい動物園・ミニトレイン」 
木曽川祖父江緑地に動物やミニトレインが 

来るよ。影絵などのイベントも開催します 

「芸術の秋 フラワーヘアーショー、ボタニカルアート展」
花を女性の髪に生けるショーや植物画の展示など芸術の秋をお楽

しみ頂けるイベントを開催します 

木曽三川公園管理センター 

「第３１回 稲沢サンドフェスタ２０１９」  
10/12（土）～10/20（日） 

川にある砂丘の砂を使った全国でも珍しいサンドアート。 

メインイベント開催の 10/12・13 に各種イベントも！ 

「ハロウィンイベント盛りだくさん！」  
           10/1（火）～10/31（木）  

ハロウィンにちなんだイベントや花や植物を取り入れ

たフォトスポットが園内に登場します！ 

「みんなでミナモ体操♪」 
みんなでミナモ体操をして体もこころも元気に！ 

ミナモもやってくる！ 

「親子で BBQ マスターになろう」 
親子が一緒に楽しめる BBQ の 

チョットしたコツをお伝えします 



2019 9/21　～11/4
9：30～17：00 ※10/15(火)は休園日

詳しくはこちら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

《第2回》

9/26（木）

「庭造り講座」

講師：岐阜種苗(株)　西 隆行氏

定員：先着30名　

事前予約（9/15より電話予約）

10/17（木）

料金：無料

14:00～16:00

「熱帯性スイレン栽培教室」
《第2回》 スイレンの冬越しについて

スイレンの冬越しについて学びます。

講師：スイレン育種家　加藤 宣幸氏

定員：先着20名

事前予約（8/15より電話予約）

14:00～16:00

料金：無料

カラフルとうがらしのハロウィンポット作りカラフルとうがらしのハロウィンポット作り

ハロウィンの
ミニほうきを作ろう

ハロウィンの
ミニほうきを作ろう

10/1(火) ～ 31(木)
魔女の帽子やマント等ハロウィンアイテムを貸し出し、

園内で自由に写真を撮っていただきます。

場所：管理事務所 ( 衣装貸し出し )

料金 ： 1 セット ( 被り物、 衣装、 小物 )　100 円 /1 時間 (30 着程度 )

10/26・27 の土日は
21:00 まで開園時間延長！

10/12(土)、 13(日)、 14(月・祝)
①10:00 ～ 12:00
②13:00 ～ 15:00

場所：クリスタルフラワー入口横

定員 ： 各回先着 30 個
　　　　( 各回 10 分前から受付 )
料金 ： 500 円

10/6(日)
①10:00 ～ 12:00
②13:30 ～ 15:30
かぼちゃを使った

おばけのカップケーキを作ります。

場所：クリスタルフラワー1Fセミナー室

定員 ： 各回 50 名
　　　　( 各回開始 30 分前から整理券配布 )
料金 ： 300 円

10/27(日)　①10:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 15:00
カラフルなとうがらしの苗を植えた鉢にハロウィン柄の

ピックを刺したり、素焼きの鉢にデコレーションしよう！

場所：クリスタルフラワー入口横

定員 ： 各回先着30 個 ( 各回 10 分前から受付 )　料金 ： 500 円

ハロウィンの衣装貸し出しハロウィンの衣装貸し出し

9/29(日)
①10:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 15:00

ドライフラワーで
スワッグを作ろう

ダリアCollection
10/5(土)、 6(日)

コリウス展
9/21(土) ～ 29(日)

ボタニカルアート展
10/19(土)～11/4(月・振)

9/22(日)、 23(月・祝)、 29(日)、
10/6(日)、 13(日)、 14(月・祝)
9/22(日)、 23(月・祝)、 29(日)、
10/6(日)、 13(日)、 14(月・祝)

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
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 )

Hana マルシェ

フラワーヘアーショー
10/20(日) ①11:00 ～ ②14:00 ～

10/19(土)、 20(日)
10:00 ～ 16:00
花苗販売やハンドメイド雑貨

などが集まり、マルシェを開

催します。

場所：エントランス広場、

　　　水盤池周辺、芝生広場

同時開催
「江南スイーツフェスティバル」
( 主催 ： 江南商工会議所 「スイーツ部会」 )

します！
無料シャトルバスを
運行

名鉄江南駅～フラワーパーク江南間

運行時間はお問合せ下さい。

10/20（日）
9：30～16：30

女性の髪に花を活けるデモンストレー

ションをショー形式で行います。モデ

ルは一般募集した中から選考します。

場所：花畑周辺　
※雨天の場合クリスタルフラワー

料金 ： 観覧無料

江南市在住宮本悦子先生のボタニ

カルアート約30点を展示します。

様々なダリアの一輪挿し

約 100 品種を展示します。
葉のカラーが美しい様々な

コリウスを展示・装飾します。

今が植え時となる
低木や宿根草について。

ハロウィンの
カップケーキ作り

ハロウィンの
カップケーキ作り

園内で育ったコキアを使い、

ハロウィンの箒を手作りしよう！

季節の花を用いて作ったドライフラワー

で、お部屋の雰囲気作りに人気のスワッ

グを作ります。

場所：クリスタルフラワー 2F

定員：各回先着25名(各回10分前から受付)
料金 ： 300 円

場所：クリスタルフラワー２F 展示スペース観覧無料展 示 イ ベ ン ト



皿回し体験
自由に皿回しを体験していただきます。 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

ローゼルのサービス
ローゼルジャムとローゼルティーをサービスします。 定員：先着100名(整理券は5分前より配布)

時間：10：30～11：15
料金：無料  場所：市民花壇内 市民ハウス

2
(土)

3
(日祝)

14
(月祝)

4
(月振)

23
(月祝)

秋のサイクリングスタンプラリー

時間：9:30～15:30(最終16:00)
11/1～11/4

場所：138タワーパーク、河川環境楽園、
　　　フラワーパーク江南、大野極楽寺公園

料金：無料 ※レンタルが必要な場合は別途

9/14～10/31(管理棟にて受付)
時間：9:30～16:15(最終16:45)

自転車で4つの公園を巡ってスタンプを
あつめ、グッズの当たる抽選会に参加しよう。

秋のクイズラリー

期間中毎日
場所：園内全域　料金：無料

植物に関するクイズラリーをしよう！
※ポイントカードを発行。

　3ポイント集めると
プレゼントがもらえます。

※ポイントは各ガーデンパーティ
につき１つのみ。

フラワースナップ‘Autumn’
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：9/21～11/3
掲示期間：9/22～11/4
料金：無料

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

楽しいイベント盛りだくさんっ！！ 11月イベント開催日
週末カレンダー

フ
ラ
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9月 10月

26
(土)

27
(日)

19
(土)

13
(日)

12
(土)

6
(日)

5
(土)

29
(日)

28
(土)

22
(日)

21
(土)

20
(日)

ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
！

ふれあいクッキング
親子で手作りうどんを作って頂きます。

時間：10：00～13:00
場所：クリスタルフラワーワークショップ室
料金：500円/名　定員：20名（先着順）　

 ※10/1から
　受付開始 ①

自然観察会
①木の実・種の観察　②秋の生き物観察隊

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

 ※各月の1日から
　受付開始 ① ②

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（9/29は午前のみ）
料金：100円～ 午前

のみ

ポップコーンのサービス
市民花壇で採れたコーンで作ったポップコーンをサービス。

場所：市民花壇　市民ハウス
定員：先着100名(整理券は5分前より配布)

時間：10:30～11:15　料金：無料

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入口付近
定員：先着100名　※なくなり次第終了

時間：9:30～　料金：無料

花とみどりの集い
植物に関する楽しい催しを行います。 場所：クリスタルフラワー  セミナー室・園内

時間：午前の部10：00～12：00
　　  午後の部13：00～15：00

ハーブティーとクッキーのサービス
ハーブティと手作りのクッキーをご試食ください。 定員：先着100名(整理券は5分前より配布)

時間：10：30～11：15
料金：無料  場所：クリスタルフラワーワークショップ室

今宵一夜の水盤ショー
水盤池に光る船等を浮かべて夕涼み。 料金：無料　場所：園内(水盤池)

時間：17:00～20:30
※実施日は開園時間を4時間延長し、21時まで開園

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

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～
10/21（月）
10/22(火)

10/28（月）
11/1（金）

10/21（月）
10/25（金）

10/7
（月）

9/27
（金）

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 9/30（月）
10/4（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～
10/9
（水）

10/24
（木）

10/17
（木）

9/26
（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：10:00～15:30　料金：600円～

9/24（火）

10/31（木）

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～

10/10（木） 10/24（木）・25(金)10/3（木）・4(金)

10/16
（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～

10/30（水）10/9（水） 10/16（水）9/25（水） 10/2（水） 10/23（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～

10/17
（木）

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。

9：30～17：00
※10/15(火)は休園日

2019

10/26・27 の土日は
21:00 まで開園時間延長！

◎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。

みんなで
秋の森を作ろう！

期間中毎日
紅葉したモミジなどの葉を折り

紙で作って、秋の森を完成させ

ます。

場所：クリスタルフラワー 2F

料金：無料

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。

午前の部/園内散策・園芸講座　無料
午後の部/染色体験　300円
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