
 

平成２８年６月２９日 

国土交通省中部地方整備局 

                            木曽川上流河川事務所 

 

河川環境楽園 夏季イベント開催のおしらせ 
河川環境楽園では、夏を思いっきり楽しめるイベントを多数開催します！ 

みなさまのご来園をお待ちしています！ 
 
 

夏の楽園祭 
期間：平成２８年７月９日（土）～平成２８年８月３１日（水） 

場所：河川環境楽園（岐阜県各務原市川島笠田町） 
 

毎年恒例で大人気の『真夏の雪遊び』や木曽川水園の『渓流スライダー』、『マスのつかみ

取り』など、夏休みを家族で楽しく、涼しく過ごせる体験イベントを開催いたします。 

 

ご多忙とは存じますが、是非ご取材並びにご掲載のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

■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 

・河川環境楽園（木曽三川公園管理センター） 

         〒501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町 

         Ｔｅｌ：0586-89-7022 Ｆａｘ：0586-89-7021 

ホームページアドレス http://www. 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 塩冶（えんや）、永野 

Ｔｅｌ：058-251-1379  FAX：058-251-1564 

木曽三川公園管理センター 



●各務原市ふれあいバス「各務原市役所」「新那加駅」などから「川島北部線」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IC」から一般道を通るルートをお勧めしています。

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
7/16（土）～8/31（水）は18：00まで

TEL.0586-89-8200  URL http://aquatotto.com
twitter : http://twitter.com/aquatotto
facebook : http://www.facebook.com/aquatotto

TEL.0586-89-6766  URL http://www.oasispark.co.jp

TEL.0586-89-7022  URL http://www.kisosansenkoen.jp

facebook : http://www.facebook.com/oasispark.co.jp

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
［インフォメーション9：30～18：00］

9：30～19：00
※かさだ広場9：30～18：00 7 月 11日（月）

入園料

開園時間

無料入園・入館料

休園・休館日

7月 11日（月）休園・休館日

7月 11日（月）休園・休館日

開園・開館時間

［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「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／8：30～22：00
  ●東口・西口駐車場／8：30～19：00
  ●かさだ広場駐車場／8：30～18：00

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

わくわく楽園キャンプわくわく楽園キャンプ

日　　時：7/23（土）13：00 ～ 7/24（日）9：00  
場　　所：自然発見館前芝生広場
参  加  費：大人（中学生から）5,000円、小学生以下4,000円
定　　員：60名（先着順締切） 
申込方法：オアシスパークHP入力フォーム
                      （http：//www.oasispark.co.jp、TEL：0586-89-6766／オアシスパーク）
持  ち  物：テント、寝袋などの寝具、着替え、洗面道具など
　　　　  テント、寝袋のレンタルもあります。（テント1,000円・寝袋500円）
　　　　  食事および食器類は、ご用意いたします。
主　　催：木曽三川公園管理センター
共　　催：オアシスパーク

日　　時：9/3（土）
午前の部／10：00～12：00（集合時間9：30）
午後の部／14：00～16：00（集合時間13：30）
集合場所：かさだ広場駐車場
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
参加費：800円
定員：午前の部16名、午後の部16名（電話による事前申込、定員になり次第締め切り）
共催：公益財団法人河川財団名古屋事務所

日　時：7/16（土）・7/23（土）
　●  9：30～10：15　Aコース
　●10：30～11：15　Bコース
　●11：30～12：15　Cコース
場　所：河川環境楽園   東口駐車場芝生広場
対　象：年中～小学4年生の女の子
定　員：各クラス20名
受　付：往復はがきによる事前申込
締　切：7月9日必着
参加費：無料
協　力：IGSユニバーサルスポーツクラブ

河川環境楽園の夏キャンプ！河川環境楽園の夏キャンプ！

ファミリー対象

サマー1DAYキャンプサマー1DAYキャンプ 7/8（金）より受付

7/8（金）より受付

本格バーベキュー、昆虫トラップ観察など
楽しさ盛りだくさんのキャンプです。

日　　時：① 7/27（水）  水中の生き物観察体験
 ② 8/23（火）  木工工作＆夜の昆虫さがし
 ※両日共通（水遊び、BBQ、ザリガニ釣り、ほか）
時　　間：14：00～21：00　※荒天中止
受付場所：ガラスドーム  13：30～
参  加  費：7,500円  ※当前日キャンセルの場合キャンセル料を頂きます。
対　　象：小学生
定　　員：各回40名（先着順締切）
申込方法： オアシスパークHP入力フォーム
                    （http：//www.oasispark.co.jp、TEL：0586-89-6766／オアシスパーク）

主　　催：NPO法人  Meets Vision
共　　催：木曽三川公園管理センター
　　　　  株式会社オアシスパーク
後　　援：岐阜聖徳学園大学付属中学校
　　　　  鶯谷中学・高等学校

国営木曽三川公園
その他の公園イベント
国営木曽三川公園
その他の公園イベント
国営木曽三川公園
その他の公園イベント

HPは
「木曽三川公園」

で検索！

138タワーパーク

サマーフェスタ

各施設のご案内 ※開園・開館時間、休園・休館日は７～8月の情報です。

7/16（土）～8/31（水）
愛知県一宮市
お問合せ先： 0586-51-7105

フラワーパーク江南

夏のガーデンパーティ
7/16（土）～8/31（水）
愛知県江南市
お問合せ先： 0587-57-2240

木曽三川公園センター　

夏の水物語
7/16（土）～8/31（水）
岐阜県海津市
お問合せ先： 0584-54-5531

日　時：7/30（土）・31（日）
問合せ：川島地区まちづくりイベント実行委員会事務局
　　　  （各務原市役所ブランド創造課  058-383-9925）
『ミニオンズ』  30日（土） 19:15～21:00
『かわしま川まつり』 31日（日）   昼やま 15：00～15：30   宵やま 19：10～20：00
『花火』　31日（日） 20：00～20：05

かわしま燦々夏まつり

河川環境楽園夏フェス

かわしま燦々夏まつり

日　時：7/10（日）12：20～20：40
場　所：自然発見館前芝生広場
詳しくは http://www.ourfavoritethings.jp をご確認ください。

河川環境楽園夏フェス

2016.6.135,000

新境川でEボート新境川でEボート

なでしこサッカー教室なでしこサッカー教室

昨年度に引き続き、夏の野外ライブイベント「OUR FAVORITE 
THINGS」を自然発見館前芝生広場にて実施。
当日は河川環境楽園自然発見館前芝生広場は有料エリアと
なりご利用できません。ご理解・ご協力をお願いいたします。

まつり」、30日は野外映画会「ミニオンズ」、31日は伝統の「かわしま川まつり」、
「花火」などイベント盛りだくさん！！

10人乗りのEボートで川下り。10人乗りのEボートで川下り。

※小雨決行

● 応募方法 ●
■往復はがきに
①郵便番号　②住所　
③参加者のお名前　
④年齢　⑤電話番号　
⑥希望するコース
     （第１希望、第２希望、第３希望）

■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。
〒501-6021 各務原市川島笠田町
河川環境楽園　自然発見館
「なでしこサッカー教室」係

♪♬♩♫

サッカーやスポーツに興味ある女の子集まれ！
サッカーやスポーツが初めて・苦手でも楽しめる
女の子限定のサッカー教室を開催します！

※雨天・荒天中止



各回20人 
対象：親子 

新登場

ビー・ナチュレ

ケータリングカー各店 カワシマキッチン

入館
無料!

キーホルダーなど焼き絵でオリジナル小物
を作ります。毎週水曜日は、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。

7/9（土）、13（水）、16（土）、18（月・祝）、20（水）、
7/25（月）～8/20（土）
8/23（火）～28（日）、31（水）
10：00～16：00（夏休みを除く平日は15：00まで） 

誰でもできるウッドバーニング

7/23（土）　8/6（土）、7（日）
10：00～15：00

作って遊ぼう！紙工作

山の幸染め＆押し花＆
グラスアート＆

タイルクラフト体験教室

参加費

400円より 8/1（月）～31日（水）
自然発見館内通路 ※観覧無料

【ウッドバーニング作品展】 草花や野菜、水園の自然をスケッチして
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。
イラスト画を切り抜いて
立体カードを作ります。

7月：テーマ「風」　8月：テーマ「マジック」

タイルクラフトや押
し花・グラスアート
を使った小物作り、
ハンカチ染め体験
をします。

※7/3（日）
10：00～15：00
先着50名様に
無料でしおり作
りを行います。

精油を使ってクラフト作りを
行います。

7/12（火）～14（木）、19（火）～21（木）、
26（火）～28（木）
8/2（火）～4（木）、9（火）、10（水）、
16（火）～18（木）、
23（火）～25（木）、30（火）、31（水）
10：30～15：00

さいとうおじさんの手作り教室
＊私だけのポストカード作り＊

＊夏休みの自由研究工作＊

参加費 300円（2枚）

参加費 7月：200円
8月：300円【持ち物】

7月：筆記用具、はさみ、
　　木工用ボンド、手提げ袋
8月：筆記用具、はさみ（小箱500円・ストラップ300円）

8/11（木・祝）、15（月）
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
使い、オリジナ
ルの小物を作
ります。

参加費

400円より

7/23（土）、30（土）
8/13（土）、14（日）
10：00～15：00

ディンプルアート体験

自動車のフロントガラスの廃材から
生まれたエコな絵具を使って、ステン
ドグラスのような絵を描きます。

自動車のフロントガラスの廃材から
生まれたエコな絵具を使って、ステン
ドグラスのような絵を描きます。

7/9（土）、23（土）、
8/10（水）、17（水）、20（土）、
10：00～16：00

選んで作ろう万華鏡

7/3（日）～31（日）
10：00～15：00

ミニ押し花の
　　　　小物作り作品展

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

7/9（土）、8/3（水）　　
10：00～16：00

よのさんの木工教室

参加費

500円より

8/3（水）、19（金）、27（土）
10：00～15：00

香りを楽しもう

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

7/30（土）～8/2（火）
8/22（月）～25（木）、29（月）
10：30～15：00

ろくさんのおもしろ工作

7/24（日）、31（日）、8/7（日）、28（日）
11：00～16：00

7/31（日）、8/11（木・祝）、28（日）
10：00～16：00

お絵描き工作教室＆
絵手紙

参加費 350円より

7/16（土）　　
13：00～15：00

やきもの体験教室＊オリジナル模様の
      小皿を作ろう！＊

マグカップを作ります。＊要事前予約
　TEL（0586）
　　89-7022

作陶後は主催者
側で仕上げまでの
工程を行うため、
出来上がりは約
1ケ月後の予定。

季節に応じて身近なものを利用したお絵描
き工作や絵手紙を
つくります。

★ホタテ貝に描いてみよう
★石に描いてみよう　
★手作りうちわ
★暑中見舞い

定員 先着20名　

定　員

各回先着15名　参加費

1,200円

陶芸体験

粘土を平たく伸ばし、陶器の直径12㎝位の
オリジナル小皿を作ります。

定員 各回先着10名　
参加費 1,000円＋送料

わくわく粘土・輪ゴムで飛ばす紙ひこうき・
ホイップ飾りなど
を行います。

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。
★江戸からくりを作る
「紙つばめ」「体操人形」
10時20分までに受付
　各日限定5組

8/28（日）
①10：00～ ②11：00～ ③13：00～
④14：00～ ⑤15：00～

7/27（水）①10：00～ ②11：00～ 
　　　　　　③13：00～ ④14：00～ 

的当てエアーロケット・
ポケ丸製作教室

ペットボトルを使ったエアー
ロケットを作って、芝生広
場で飛ばして遊びます。

8月   野草茶を作ってみよう（電話申込）
昔ながらの農家で体にやさしい野草茶を作ってみよう！

7/22（金）、23（土）、28（木）、29（金）
8/1（月）、5（金）、6（土）、8（月）、12（金）、
15（月）、19（金）、20（土）、26（金）、
27（土）、29（月）
10：00～15：00

いろいろ体験

参加費 700円（発射台別）参加費 300円より
参加費

400円より

参加費 250円より 参加費 400円より

何を

つくろうかな

参加費 300円より

8/27（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。

参加費 染色体験1,700円
アレンジ体験1,000円より

夏のおもしろ工房

染色体験1,700円
アレンジ体験1,000円より

7/17（日）、8/21（日）
11：00～16：00

手作りプリザーブド
バイオフラワー体験教室

カッターやハサミを使って簡単
な布の切り絵と寿折り鶴やポ
ケット付折り鶴を作ります。

※染色体験は事前予約
　TEL0586-89-7022
　自然発見館

※事前予約
　TEL0586-89-7022
　自然発見館

参加費

400円より

7/9（土）、8/14（日）
10：00～15：30

布切り絵＆折り鶴
体験教室

木曽川水園・自然発見館木曽川水園・自然発見館

あのフジヤマ55とのタイアップ企画第2弾は
なんとカレーライス
暑さも吹っ飛ぶ夏のスタミナメニューです！！

あのフジヤマ55とのタイアップ企画第2弾は
なんとカレーライス
暑さも吹っ飛ぶ夏のスタミナメニューです！！

日時：7/29（金）
　　 8/2（火）、22（月）　16：30～20：30
料金：高校生以上：4,000円　中学生以下：3,300円　
定員：40名
締切：各開催日の2週間前※ハガキまたはHPから応募

※夕食付き

日時：7/23（土）～24（日）、
      8/13（土）～14（日）、27（土）～28（日） 日時：8/27（土） 10:00～11:30

場所：木曽川水園 農家
定員：20名　参加費：300円/名
      ※申し込み開始日：8月6日（土）

日　時：8/28（日）・9/11（日）
　    6：00～10：00（受付時間5：30～7：30）
※風速4ｍ以上の時及び雨天時は中止となります。
場　所：かさだ広場
受　付：往復はがきによる事前申込
　　　　（1組様1通のみ）
定　員：各日400名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：1,000円
応募資格：4才以上

募集方法：往復ハガキに　
①搭乗希望日 ②郵便番号 ③住所
④代表者の氏名・年齢 ⑤電話番号
⑥搭乗される方の氏名・年齢
⑦返信ハガキに「郵便番号・住所・氏名」を
　記入の上、下記まで。
応募先：〒501-6021各務原市川島笠田町
　　　   河川環境楽園  自然発見館
                    「熱気球に乗ってみよう！」係
締　切： 8月分は8月15日(月)  必着
　　　   9月分は8月29日(月)  必着

日時：7月24日（日） 13：00～16：00
場所：河川環境楽園  水辺共生体験館
対象：幼稚園教諭、保育士、森のようち
　　 えんに関心のある方
定員：先着20名（電話による事前申込）
参加費：無料
申込締切：7月18日（月・祝）
※お子さんの同伴も可能です。

料金：大人：8,000円　子ども：6,000円 ※夕・朝食付き
対象：小学生とその保護者　25名
締切：各開催日の2週間前※ハガキまたはHPから応募

期間：7/16（土）～8/31（水）

閉館後の水族館を特別にご案内！

～ インパクト・アクアリウム ～
 巨大金魚を発見！

夜の見学後、水槽の前で一晩過ごします。

熱気球に乗ってみよう！熱気球に乗ってみよう！ POST

ハガキ申込

自然発見館自然発見館 （市民参加イベント）夏のおもしろ工房夏のおもしろ工房いつでも参加
OK!!
いつでも参加
OK!! TEL0586-89-7022

●お問い合わせ先●開催場所●期間

意外と知らない！身近ないきもの「ザリガニ」の知られざる生態について、
見て触って楽しく学ぼう！ザリガニとの触れ合いコーナーもあるよ！！

日時：8/6（土）～8/14（日）　10:00～16:00
参加費：無料
会　場：自然発見館　体験工房

「ザリガニってどんな生き物」？夏の企画展

木舟遊覧農家の
十二ケ月

「ザリガニってどんな生き物」？夏の企画展

木舟に乗って水面の景色を楽しもう！

日時：毎日 10：00～12：00
　　　　　 13：00～17：00
               （平日は11：00～）  　
場所：木曽川水園      ※雨天中止
参加費：大人300円 （高校生以上）
         小人100円 （3歳～中学生） 2歳以下：無料 

木舟遊覧

「森のようちえん」
 指導者養成講座　

グルメ情報

7/8（金）、9（土）、10（日）
小学生と幼児のお子様

［通常料金］ 小学生 750円   幼児（3歳以上） 370円

期間中、年間パスポートを購入または更新で

3ヶ月ボーナスプレゼント！

農家の
十二ケ月

お問い合わせは

TEL0586-89-6766

お問い合わせは　
TEL0586-89-7022

期間
7/12（火）
から
8/7（日）

自然発見館 7/3● ▶ 8/31●7/3● ▶ 8/31●日 水

16：30～翌9：30

450円450円 200円～200円～

300円～300円～ 980円980円

夏休み期間はバラエティに富んだ
アイススイーツが大集合！

夏休み期間はバラエティに富んだ
アイススイーツが大集合！

●川久監修
　「ふわふわかき氷」
●夏の定番
　「シロップかけ放題氷」
●「桃けずり」
●「李さんの台湾かき氷」
●－50℃のつぶつぶアイス
　「ディッピンドッツ」
　　　　　　　　　など

●川久監修
　「ふわふわかき氷」
●夏の定番
　「シロップかけ放題氷」
●「桃けずり」
●「李さんの台湾かき氷」
●－50℃のつぶつぶアイス
　「ディッピンドッツ」
　　　　　　　　　など

係留の熱気球に乗って、かさだ広場
上空からの眺めを楽しみませんか？
係留の熱気球に乗って、かさだ広場
上空からの眺めを楽しみませんか？

※小学生以下の方は必ず保護者が
　一緒にご搭乗願います。

園庭・身近な公園ですぐできる
自然遊び実習に参加しませんか。

場   所：河川環境楽園 水辺共生体験館
対   象：❶、❷環境教育に関心を持つ学校教育や社会教育の指導者、教員、
　　　  子供会のリーダーなど。
　　　  特に、グローイングアップ・ワイルドは、幼稚園教諭、保育士の方におすすめ。
　　　  ※両コースともに満18歳以上の方。
定   員：❶先着20名、❷先着20名（電話による事前申込、定員になり次第締め切り）
              （※一定の人数に満たない場合は、開催を中止することがあります。） 
参加費：❶8,000円、❷9,000円（テキスト代、保険代、講習代等）
申込締切：8月6日（土） 　

子どもと一緒に楽しもう！
自然の見つけ方、感じ方( )

● 両日雨天決行。

※8月中に出来上がります！

❶ グローイングアップ・ワイルド一般指導者養成講習会
（以降、❶）で表記）8月21日（日）  9:30～17:00（受付9：00～）

【幼児向け環境教育プログラム】

❷ プロジェクト・ワイルド（本編・水辺編）一般指導者養成講習会
（以降、❷）で表記）8月28日（日）  9:30～17:00（受付9：00～）

【小・中学生向け環境教育プログラム】

自然発見館内通路
観覧無料

スイート・フルーツ
バスケット

スイート・フルーツ
バスケット

熊本スイカソフト熊本スイカソフト 天然酵母の
コッペバンズ専門店
天然酵母の

コッペバンズ専門店
NEW
OPEN

氷・アイス祭り カワシマ55カレー氷・アイス祭り カワシマ55カレー

提供：でか金俱楽部
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