
じてんしゃでＧＯ！
９月１７日（土）～１１月３日（木・祝）

自転車で４つの公園を巡って、マスコッ

トキャラを探すクイズに挑戦！ 

 

 

 

平成２８年 ９月 ７日 

国土交通省中部地方整備局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 
 

１３８タワーパーク・フラワーパーク江南 

秋季イベントを開催します！ 
国営木曽三川公園では、コスモスなどの見頃のお花や、たくさんの 

イベントが楽しめます！みなさまのご来園をお待ちしています！ 
 

●オータムフェスタ● 

期間：平成２８年９月１７日（土）～平成２８年１１月３日（木・祝） 

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） 

 

 

 
 

 

 
 

●秋のガーデンパーティ●  

期間：平成２８年９月１７日（土）～平成２８年１１月３日（木・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

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 

 

フラワーヘアーショー
10 月 8 日（土） 

園内で咲いているお花などで女性の髪に活けるデモンス 

トレーションを開催します。 

 秋風に揺れるコスモス畑 
見頃：１０月中旬～下旬 

合計約１３万本のコスモスとキバナコスモスが 

花畑一面に咲き誇ります！ 

木曽三川公園管理センター 

ポニー花馬車に乗ろう！ 
10 月 29 日（土）※雨天時 10/30（日） 

花で飾られたポニーの馬車に乗って 

見頃のコスモスなどのお花をご覧いただけ 

ます。 







～藤川志朗スケッチ画展～15

料金：観覧無料

9/17（日）～10/2（日）
フリーライター藤川志朗氏の描いた
植物のスケッチ画を展示。

～コスモスを楽しもう！～17 9/17（土）～11/3（木・祝）

料金：無料

コスモスの押し花などを利用したクラフト作品の展示やコスモスを
イメージしたドレスで記念撮影、お花紙でコスモス作りの体験などが
楽しめるよ！

～髙臣大介ガラス展～　16

料金：観覧無料

10/15（土）～11/3（木・祝）
ガラスアーティスト髙臣大介の
花器等のガラス作品を展示。

～ブッシュ（低木）編～
‘秋の低木講座’

「庭づくり講座」　13

講師：岐阜種苗(株)　西　隆行氏

料金：無料
定員：先着30名
（10/1（土）より電話予約）

10/26（水）14：00～16：00
庭の骨格となる低木の
魅力や、管理方法について
園内の花壇にて、ガイドを
交えながら説明します。

「ミニ盆栽教室」　12

講師：河村　実氏
（全日本小品盆栽協会の公認講師）

料金：１作品 1,500円～
定員：先着30名
（10/1（土）より電話予約）

10/19（水）10：00～12：00
初心者の方でも作れる
ミニ盆栽を作ります。

～宿根草編～
‘今が植え時となる宿根草について’

「庭づくり講座」　14

講師：岐阜種苗(株)　西　隆行氏

料金：無料
定員：先着30名
（10/1（土）より電話予約）

10/27（木）14：00～16：00
宿根草の魅力や、
管理方法について園内の
花壇にて、ガイドを
交えながら説明します。

2階展示コーナーイベント 場所：クリスタルフラワー2Ｆ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

北海道のアーティスト展

・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

・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）

【
お
車
で
】

【
電
車
で
】

見頃：8月下旬～10月上旬

パンパスグラスパンパスグラス

6公園で防災ピクニック

1フラワーヘアーショー

お好みのフレーバーのわたがし作りを体験しよう！
定員：各回先着40個　場所：クリスタルフラワー横デッキ　料金：100円／個   

①10：00～11：00 ②11：00～12：00 ③13：00～14：00 
④14：00～15：00 ⑤15：00～16：00 

わたがし作り体験　11 9/24（土）、25（日） ※雨天中止

9/25(日) ※雨天決行
①10：00～12：00 ②13：30～15：30

公園の整備で伐採された木をスライス
させたものに、好きなデコレーションを施し
オリジナルガーデンプレートを作ります。
定員：各回50名　場所：西側臨時駐車場横芝生広場
（コンポストセンターのすぐ近くにある駐車場です。）
　※雨天の場合：コンポストセンター
料金：300円

9/17(土)、18（日）、19（月・祝） 
①10：00～12：00 ②13：30～15：30

秋のクイズラリー9
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。
参加賞には花や野菜の種をプレゼントします。　場所：園内全域　料金：無料

期間中毎日  

ハロウィンの馬車で記念撮影4

ハロウィン風の装飾をしたポニーの馬車と一緒に、魔女の帽子や
マントなど衣装を貸し出しますので、自由に記念撮影が出来ます。
また、インスタントカメラ・チェキによる記念写真もプレゼント。
定員：先着30組　事前予約（10/3（月）より電話予約）
場所：芝生広場
料金：１組（5人程度まで）500円　体験時間は1組5分程度

10/29（土） ※雨天の場合10/30（日）に順延 
9:30～12:00（午後のみ）

花で飾られたポニーの馬車に乗ってコスモスが咲く花畑周辺を周ろう！
場所：花畑周辺の園路
料金：大人300円（中学生以上／2歳以下で保護者の膝に載せられる幼児は無料）
　　     子供100円（3歳以上小学生まで） ※年長未満児は保護者も同乗　　
　　

10/29（土） ※雨天の場合10/30（日）に順延 
13：00～16:30 （受付は4時まで） 

メープルシロップやチョコレート、あんこ、マーマレードなどのトッピングを
焼いもにかけてスィーツ作りを体験しよう！
定員：各回先着30個　場所：クリスタルフラワー横デッキ　料金：300円／個   　

11/3（木・祝） ①10：00～11：00 ②13：00～14：00 ③15：00～16：00　

ハロウィンの
ミニほうきを作ろう！5

赤く紅葉したコキアを使ってハロウィンに
飾る簡単なミニほうきを作ります。　
定員：先着30個 （各回15分前より現地受付）
場所：メイン花壇横テント
※雨天時はクリスタルフラワー2階
料金：300円

10/9（日）、10（月・祝）
①10：00～11：00 
②13：00～14：00
③15：00～16：00

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

フラワーヘアー体験2 NEWNEW

10/8（土） ①11：30～13：30 ②14：30～16：30

焼いもスィーツを作ろう
！

10 NEWNEW

ダンボールで簡易トイレの組み立てをしたり、非常食を試食します。
対象：午前: 乳児や未就学児や妊婦さんの家族  午後: 小学生の家族
定員：先着15組程度　事前予約（9/13日（火）より電話予約）
場所：コンポストセンター、空の庭付近　※雨天の場合：クリスタルフラワー
講師：助産師 坂井桃子氏（出張専門助産院OHANA）
料金：１組（4人まで）500円

小さな袋
で

ごはんが炊
けるよ！

いつもとちょっと違
う遊び場に！

遊んだ後は、好きな木を1
つ

プレゼント！

ポニーと触れ合えるよ！

ハロウィンの仮装をみんなで楽しもう！

バラなどの切り花を頭にプチアレンジする体験ができるよ！
定員：各回先着100名　場所：メイン花壇横　※雨天の場合：クリスタルフラワー
料金：300円/人

性別：女性 / 年齢：18～26才 / 身長：160ｃｍ以上
ヘアースタイル：特に規定なし ※極端に短いショートヘアーの方はご遠慮下さい。
モデル経験は問いません。 
募集人数：5名 / 募集期間：平成28年9月3日（土）～9月30日（金）※必着

モデル
募集！

公園の整備で伐採された木を
使って自由に遊ぼう。
定員：各回50名程度　
場所：西側臨時駐車場横芝生広場
（コンポストセンターのすぐ近くにある駐車場です。）
※雨天中止
料金：100円（保険料込）
※プレーパークとは、自分の責任で
自由に遊ぶことをめざした遊び場です。

 詳 細 は H P ま で

10/8（土） 
①11：00～11：30
②14：00～14：30

園内で咲いているお花等を使い、女性の髪に花を
活けるデモンストレーションのショーを行います。
場所：メイン花壇周辺 ※雨天の場合：クリスタルフラワー
料金：観覧無料

見頃：10月中旬～下旬コスモス花畑コスモス花畑

イエロー
ガーデン
イエロー
ガーデン

チョコレート
コスモス
チョコレート
コスモス

シーシェルシーシェルレッド
イリュージョン
レッド

イリュージョン
カップケーキ
ミックス
カップケーキ
ミックス

ダブル
クリック
ダブル
クリック

9/17(土)、18（日）、19（月・祝） 
①10：00～12：00 
②13：30～15：30

伐採木を利用した

オリジナル
ガーデンプレート作り

7

NEWNEW
プチプレーパーク
『木で遊ぼう！』8

秋2016
9:30～17:00

10/8・10/9の土・日は21:00まで開園時間延長！
※10/11（火）は休園日

9.17土 11.3 木
祝・

の
ガーデン
パーティ

3ポニー花馬車に乗ろう！

鹿ノ子島口鹿ノ子島口

宮田神明町宮田神明町

村久野富士塚村久野富士塚
村久野村久野

江南
厚生病院音楽寺

藤里小学校

草井小学校

すいとぴあ江南

草井草井フラワーパーク江南

村久野金森村久野金森

村久野新開村久野新開

魚入神社前魚入神社前
フラワーパーク
江南前

フラワーパーク
江南前

ピアゴ
江南店
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