
水遊び広場で運動会
８/７（日）

水風船でキャッチボールと玉入れに

挑戦しよう！！ 

 

平 成 ２ ８ 年 ７月 ６ 日 

国土交通省中部地方整備局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 
 

国営木曽三川公園で夏を楽しくすごそう！ 
国営木曽三川公園では、夏を楽しめる様々なイベントを開催します！

みなさまのご来園をお待ちしています！！ 

 
 

●サマーフェスタ● 

期間：平成２８年７月１６日（土）～平成２８年８月３１日（水） 

場所：１３８タワーパーク（愛知県一宮市光明寺字浦崎 21 番地 3） 

 

 

 
 

 

 
 

●夏のガーデンパーティ●  

期間：平成２８年７月１６日（土）～平成２８年８月３１日（水） 

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：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） 

・１３８タワーパーク 担当：佐伯、花村  Ｔｅｌ：0586-51-7105  

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

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、別紙イベント 

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 塩冶（えんや）、永野 

Ｔｅｌ：058-251-1379  FAX：058-251-1564 

花の展示「熱帯性スイレン展」
期間中毎日開催 

東海 3 県で初！熱帯性スイレン 50 品種が登場！ 

ビートルート１３８ 
～自然の中でカブトムシ観察～ 
7/16（土）～７/31（日）期間中の土日祝日開催 

※7 月 1７日（日）を除く 

カブトムシと触れ合おう！ 

木曽三川公園管理センター 

じゃぶじゃぶ池であおぞら宝探し！ 
7/16（土）、7/17（日）、7/18（月・祝） 

8/26（金）、8/27（土）、8/28（日） 

じゃぶじゃぶ池で宝探しを楽しもう！ 







【お車で】
・名神高速道路「小牧IC」より約11km
・東海北陸自動車道「岐阜各務原IC」「一宮木曽川IC」より約8km
【電車で】
・名古屋鉄道犬山線「江南駅」より約4.5km（タクシーで15分）
・江南駅より名鉄バス「江南団地経由 江南厚生病院行」の
  「音楽寺」下車、徒歩約10分

●交通のご案内：

主催：国営木曽三川公園 江南花卉園芸公園 イベント実行委員会　後援：木曽川上流域公園整備促進期成同盟会

URL http://www.kisosansenkoen.jp/ 木曽三川公園 検 索

〒483-8414 愛知県江南市小杁町一色

TEL0587-57-2240
●入園料：無料
●駐車場：無料(約360台）

まだまだイベ
ント盛りだく

さん！

うら面もご覧く
ださい！

うら面もご覧く
ださい！まだまだまだ

●●交通 ごご案案内
まま

交交通通
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大人のための平日講座 場所：クリスタルフラワーセミナー室

熱帯性スイレン栽培教室15 講師：スイレン育種家　加藤 宣幸氏

ミニミニスイレンの栽培について

料金：500円　定員：先着20名（7/1より事前予約）

7/28（木） 14：00～16：00
栽培歴のある方対象：ミニミニスイレンの苗をお持ち帰りいただき、育て方の講座を行います。

第1回

秋野菜の育て方

料金：無料　定員：先着30名（8/1より事前予約）
講師：（株）赤尾園芸　赤尾 庸雄氏（ジュニア野菜ソムリエ、シードアドバイザー）

8/9（火） 14：00～16：00
種まきからはじめる野菜作りの基礎や楽しみ方の講座を開催します。

第2回

種まきから始める野菜の楽しみ方16

環境学習講座 場所：コンポストセンター

料金：100円　
定員：先着20名（7/4より事前予約）
対象：幼児～大人
　　  （小学生以下は保護者同伴）

7/19（火） 
15：00～16：30
（14：45クリスタルフラワー前集合）
成虫になったカブトムシの不思議を、
実験と観察をとおして解き明かします。

カブトムシの成虫観察会18

夏のバラ講座

料金：無料　定員：先着30名（8/1より事前予約）
講師：花フェスタ記念公園バラ管理　浅野 洋一氏

8/23（火） 14：00～16：00
初心者にもわかりやすい秋のバラをきれいに楽しむための剪定など
育て方の講座を行います。

第1回

バラ講座17

スイレン鉢に熱帯性スイレンを植え付けよう

料金：2,000円　定員先着20名（8/1より事前予約）

8/25（木） 14：00～16：00
熱帯性スイレンを鉢に植え付け、育て方の講座を行います。

第2回
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見頃
7月下旬～
8月上旬

ゴッホやモネの絵画に描かれたヒマワリを
イメージした品種など珍しい品種が
約18品種3,500本！！

見頃見頃見頃頃頃頃頃頃
7月下旬～

1 じゃぶじゃぶ池で遊ぼう
！

5 熱帯性スイレン展
花の展示

8テラリウムを作ろう
多肉植物やサボテンの

※小学生以下の児童については保護者同伴のみ参加可
　（オムツ不可。オムツがとれない幼児はじゃぶじゃぶ池には入れません。）
※オムツの幼児用のミニプールもあります。　料金：無料　
場所：空の庭(休憩所、反射池)　※更衣室もあります。

7/23（土）、24（日）、30（土）、31（日）、
8/6（土）、7（日）、11（木・祝）、12（金）、13（土）、
14（日）、19（金）、20（土）、21（日）
①10：30～12：00  ②13：00～16：00 
※天候により中止する場合があります。

乾燥に強いサボテンや多肉植物を使って涼しげなガラスの器に飾りつけよう！
①③スィーツをイメージしたデザイン ②海をイメージデザインのものを作ります。　
料金：500円　場所：クリスタルフラワー2F
定員：各回先着25名（受付は各回20分前より）

8/20（土） 
①10：00～11：00 ②11：00～12：00 ③14：00～15：00

スプリンクラーで水遊び！2

芝生広場で水遊びしよう！　
料金：無料　場所：芝生広場

期間中土日祝 
※天候により中止する場合があります。

10：00～ 11：00～ 
14：00～ 15：00～
 (1回5分程度)

（クール・オアシス）
ツリーミスト3

木に設置された装置から5分間、ミストが出てくるよ！　
料金：無料　場所：空の庭

期間中毎日 
※天候により中止する場合があります。

10：00～ 11：00～ 
14：00～ 15：00～
 (1回5分程度)

じゃぶじゃぶ池であおぞら宝探し！4

反射池で謎解きミッションをクリアしてお宝をゲットしよう！ ※濡れてもいい服でご参加下さい。
※小学生以下の児童については保護者同伴のみ参加可（オムツ不可。）
料金：100円　場所：空の庭（反射池）　定員：各回先着50名（3歳以上小学生以下対象）

7/16（土）、7/17（日）、7/18（月・祝）、8/26（金）、8/27（土）、8/28（日）
①11：00～ ②13：00～ ③14：00～ ※天候により中止する場合があります。

クリスタルフラワー2Fの展示コーナーではパネル展示や
押し花等スイレンのクラフト等の展示を行います。　
料金：無料　場所：水盤池まわり、クリスタルフラワー2F展示コーナー

７/16（土）～8/31（水）

熱帯性スイレン写真展7

園内で開花中の熱帯性スイレンを撮影した写真を
募集展示します。デジタルカメラや携帯で撮影した写真を
ニックネームとタイトルを添えてフラワーパーク江南まで
メールしてください。 ※詳細はHPまで。
料金：無料　
場所：クリスタルフラワー
　　 2F展示コーナー　
定員：先着50名
　　 （お一人1作品まで）

募集期間：7/16(土)～8/13（土）　
展示期間：8/15（月）～9/4（日）

真夏の
サボテン・多肉植物展

10

夏の暑い国をイメージした様々なサボテンや
今流行りの多肉植物を展示・装飾します。
料金：無料　場所：クリスタルフラワー2F

7/23(土)～8/21（日）

しかけ貯金箱
を作ろう

11

16日はお金が消える貯金箱、
17日はお金が小さく見える貯金箱を作ります。
対象：小学生1～6年生の親子　
料金：16日：600円 
　　  17日：800円
定員：各回先着20組

7/16(土)、17（日） 
①10：00～12：00 
②14：00～16：00

図画ポスターを描こう12

標語ポスターの描き方をわかりやすく説明します。
対象：小学生1～6年生（親御さんの参加はできません）　
料金：500円
定員：各回先着20名

7/18(月・祝) 
①10：00～11：30（小学生低学年） 
②13：00～14：30（小学生高学年） 

サボテン・多肉植物
人気投票

9

展示中のサボテンの中からお気に入りを
投票しよう！（お一人様1回限り）
料金：無料　場所：クリスタルフラワー2F

7/23(土)～8/21（日）

みんなで
スイレンを飾ろう

6

お花紙で作ったスイレンを飾ろう！
料金：無料　
場所：クリスタルフラワー2F展示コーナー

期間中毎日

世界最大級
とされる

オーストラリア
スイレン

も登場！

東海地方
唯一！！

品種
見れるのは
50

夏休み宿題対策教室！
場所：クリスタルフラワー2F展示コーナー

　

【要予約】　7/9より事前予約　

参加賞には
花の種
プレゼント

夏のクイズラリー14

料金：無料 場所：園内全域

期間中毎日
植物に関するクイズラリーをしながら、
園内を探索しよう！年間を通して3ポイント
集めるとプレゼントがもらえます。

木陰で休憩コーナー13

料金：無料　場所：園内南側の樹木の下エリア

期間中毎日
木陰で体感「マイナス5℃」！！
テーブル＆ベンチ、パラソルを設置した
「木陰コーナー」が登場します。
木陰を彩る可愛らしい装飾もお楽しみ下さい♪

（イメージ）

ガーデン夏パーティ
2016

9:30～17:00
7/16～8/28の土・日・祝は19:00まで開園時間延長！
※8/8（月）は休園日

7.16土 8.31水

の



のガーデン夏パーティ 26 2723 は事前予約が必要です。イベントの
お電話にてお申込みください。

フラワーパーク江南

9：30～17：00

2016

7/16～8/28の土・日・祝は
19:00まで開園時間延長！※8/8(月)は休園日

7.16土 8.31水

◎事前予約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。　◎事前予約の必要がないものはイベント会場で随時受付です。
※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。　※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。　※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。

7月 8月

16
（土）
17
（日）
18
（月・祝）
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（土）
24
（日）
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（土）
31
（日）

6
（土）

7
（日）
11
（木・祝）

13
（土）
14
（日）
20
（土）
21
（日）
27
（土）
28
（日）

●19花の種プレゼント
お花の種をプレゼント！

時間：9：30～　料金：無料　
場所：クリスタルフラワー入口
定員：先着100名

●

●20子供の縁日
ヨーヨー釣りやシャボン玉などで楽しく遊ぼう！

時間：13：30～15：00（受付時間）
料金：無料
場所：園内

●

●21しそジュースを飲もう
市民花壇で育てた赤じそのジュースを試飲しよう！

時間：11：00～12：00（整理券配布10：45～）
料金：無料　場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室
定員：先着100名

●

●22花の江南わんこソーメン大会
食べられる花を薬味に江南市で製造されたソーメンを食べよう！

時間：10：30～13：00（整理券配布10：15～）
料金：無料　場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室
定員：先着100名

●

 23  第8回皿回し大会
皿回しのタイムを競おう！

時間：13：30～14:30（8/1より事前予約）
料金：無料　場所：クリスタルフラワー1F
定員：先着30名（低学年10名・高学年10名・一般10名）

●

●24自然工作教室
木材やどんぐりなどを使って工作しよう！

時間：各日10：00～15：30（8/7は午前のみ）
料金：100円～
場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●25 フラワーガイドの園芸教室美味しい野菜を作ろう
大根、人参、ナバナ等の野菜を育てるためのワンポイント講座

時間：10：00～12：00
料金：無料
場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

●

 26  自然観察会
①水辺や水中昆虫、魚の観察②土の中の虫たちの観察

時間：各日10：00～12：00（各月の1日より事前予約）
料金：100円（保険料）
場所：河川敷

● ●

 27  和菓子教室
①しほがま（昔からの銘菓）②夏衣

時間：各日10：00～12：00 13:30～15：30
料金：300円　場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室
定員：各回先着20名（各月の1日より事前予約）

● ●

●28手作りプリザーブドバイオフラワー
枯れない花でアレンジメントを作ろう！

時間：各日10：00～15：30　料金：1,000円～
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

● ● ● ● ● ● ●

●29まゆ人形作り
まゆを使って動物や人形づくりをします。

時間：各日10：00～15：30　料金：200円～
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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●30さいとうおじさんの工作教室
季節の花を描いて絵手紙をつくろう！

時間：各日10：30～15：00　料金：300円
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

●31３D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！

時間：各日10：00～15：30　料金：300円～
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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●32グラスアート体験
リード線と特殊フィルムでオリジナルの小物を作ろう！

時間：各日10：00～15：30　料金：500円～
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

● ●

●33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？

時間：各日10：00～15：00　料金：500円～
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

● ●

●34スクラップブッキング体験
写真をデコレーションしてカードを作ろう！

時間：各日10：00～15：00　料金：1,000円
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 万裕子）

●35布切り絵の会
いろんな種類の布を組み合わせて作品づくり！

時間：各日10：00～15：30　料金：500円～
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：伊藤 泰弘

● ●

●36はじめての伊勢型紙教室
歴史ある伊勢型紙を体験しよう！

時間：各日10：00～15：30　料金：400円～
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：伊勢型紙同好会

● ● ● ●

●37 誰でもできるウッドバーニング教室
木の素材の小物に電気ペンで絵を描こう！

時間：各日10：00～15：30　料金：400円～
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：ウッドバーニング さくらんぼ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●38英国式カラーセラピー
4本のボトルを元に、持って生まれた天分等を学ぼう！

時間：各日10：00～15：00　料金：3,000円
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

●39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や風水フラワーを作ろう！

時間：各日10：00～15：30　料金：500円～
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：和田 玲子

●

●40ポノポノ・虹色ピクチャー
七色の色鉛筆で自由に楽しく絵を描こう！

時間：10：00～15：30　料金：400円
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：かいせ 由子

●

ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
！

②

②

①

①

8/22
（月）

8/29
（月）

7/25
（月）

7/21
（木）

7/21
（木）

7/19
（火）

8/15
（月）

8/16
（火）

8/2
（火）

8/16
（火）

8/18
（木）

※4才から小3は保護者と参加

 7/25（月）
7/26(火)
 7/27（水）

 8/16（火）
8/17(水)

8/15（月）・ 8/16（火）

 8/12（金）

 8/12（金）

 8/31（水）

8/12
（金）

8/12
（金）

イベント開催日
週末カレンダー

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
お問い合わせ下さい。

フラワーパーク江南
友の会とは？


