
水ふうせんであそぼう！ 
８/6（日） 

水風船で玉入れと的あてに挑戦 

しよう！！ 

 

平成２９年７月７日（金） 

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休みの思い出を作ろう 
国営木曽三川公園では、夏休みに合わせて沢山の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２９年７月１５日（土）～平成２９年８月３１日（木） 

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２9 年７月１5 日（土）～平成２9 年８月３１日（木） 

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）、北川 

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～ 
7/15（土）～7/23（日）期間中の土日祝日開催 

※7 月 16 日（日）を除く 

カブトムシ間近で見て、さわって観察してみよう！ 

木曽三川公園管理センター 

じゃぶじゃぶ池で謎解き宝探し！ 
7/15（土）、7/16（日）、7/17（月・祝） 

8/26（土）、8/27（日） 

じゃぶじゃぶ池で宝探しを楽しもう！ 







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 クリスタルフラワー2F 詳しくはこちら！

の

公式
Facebook

木曽三川公園
公式HP

植物に関するクイズラリーをしながら、
園内を探索！参加賞には花や野菜の種を
プレゼント！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。
場所：園内全域   料金：無料

期間中毎日開催

2017 7/15（土）～8/31（木）
9：30～1

7：00

期間中 土
日祝は19

：00まで

開園時間
延長！

※8/14（月
）は休園日

「スイレン鉢に熱帯性スイレンを植え付けよう」

講師：スイレン育種家  加藤 宣幸氏
定員：先着20名
（7/1（土）より電話予約）
料金：2,000円
（スイレン鉢、スイレン、メダカ）

7月27日（木）14：00～16：00

熱帯性スイレン栽培教室14 絵本コーナー16

夏のクイズラリー7

お花紙で作ったスイレンを飾ろう！
場所：クリスタルフラワー2F
料金：無料

　期間中毎日開催
みんなでスイレンを飾ろう5

園内で咲いている花を写真に撮って投稿して頂き、
クリスタルフラワー2Fに掲示します。
投稿された方にはもれなく売店でコールドドリンクなどを
サービス!（サービスは7/16～8/27の売店営業日のみ）
投稿期間：7/15～8/26(掲示は随時掲載)
料金：無料

期間中毎日開催

フラワースナップ
‘Summer’

6

謎解き指令書を参考にミッションをクリアすると
お宝と交換します。小学生低学年以下の
児童については保護者同伴のみ参加可。
対象：3歳以上小学生以下対象
定員：各回先着40名
場所：空の庭（反射池）  料金：100円
＊天候により中止する場合もあります

7/15（土）・7/16（日）・7/17（月・祝）
8/26（土）・8/27（日）
①11：00～ ②13：00～ ③14：00～

じゃぶじゃぶ池で謎解き宝探し！2

小学生以下の児童については保護者同伴
のみ参加可。オムツ不可で、オムツが取れない
幼児は保護者同伴でも入れませんが
オムツの幼児用ミニプールがあります。
場所：空の庭（反射池）  料金：無料
＊天候により中止する場合もあります

7/22（土）・23（日）・29日（土）・30日（日）
8/5（土）・6（日）・11（金・祝）・12（土）
13（日）・19（土）・20（日）
①10：30～12：00 
②13：00～16：00

東海3県で約50品種の熱帯性スイレンを
鑑賞できる唯一の公園となります。
場所：水盤池まわり  

期間中毎日開催

世界最大級とされる
オーストラリアスイレンも
登場！！

NEW

約50点の様々なテラリウムを展示・装飾します。
場所：クリスタルフラワー2Ｆ 

7/15(土)～7/30（日)

空の庭付近の木にミスト装置を設置。
時間になると木からミストが出るよ！
場所：空の庭
＊天候により中止する場合もあります

期間中毎日開催
①11：00～ ②13：00～
③14：00～ （1回5分程度）

ツリーミスト3

展示中のテラリウムの中からお気に入りを投票して頂き、
その中から抽選で10名様にテラリウムをプレゼント！
（プレゼントはお一人様1回限り、取りに来られる方限定）
場所：クリスタルフラワー2Ｆ

7/15(土)～7/30（日）
テラリウム人気投票10

無添加の石鹸素地にラベンダーなどの
ハーブの液やエッセンシャルオイルを練り込み
アイスキャンディーのような石鹸を作ります。
定員：各回先着20個(当日15分前より現地受付)
場所：コンポストセンター   料金：400円

7/29（土）
①10：00～11：00
②13：00～14：00
③15：00～16：00

爽やかな香りの石鹸アイスを作ろう！11

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。
場所：園内南側の樹木の下エリア

期間中毎日開催

15日はお金が消える貯金箱、
16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年～6年生の親子
定員：各回先着20組(7/8(土)より事前予約)
講師：ＮＰＯ法人生態教育センター
場所：コンポストセンター
料金：15日 600円 /16日 900円

7/15（土）
①10：00～11：00
②13：00～14：00
③15：00～16：00

7/16（日）
①10：00～11：30
②12：30～14：00
③15：00～16：30

しかけ貯金箱を
作ろう

12

交通安全や愛鳥週間など
課題のポスターを描きます。
2日間連続参加で完成を目指します。
対象：小学生1～6年生※お子様のみの参加
定員：各回先着20名(7/11(土)より事前予約)
講師：松原 憲司氏
（美術家 コロール絵画・造形教室主宰）
場所：コンポストセンター
料金：1,000円（2日間）

自由研究
を

応援！！

好評につき回数を増やしました！

事前申込みが必要。
当日現地で申込できません。

7/22（土）・23（日）
①10：00～11：30
②13：30～15：00

図画ポスターを描こう13

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。

「秋野菜の育て方」

講師：㈱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）
定員：先着30名
（8/1（土）より電話予約）
料金：無料

料金：無料

8月10日（木）14：00～15：00

種まきから始める野菜の楽しみ方15

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。

約250冊の絵本を自由に
ご覧頂ます。

8月5日(土)

8月31日（木）

～

見頃
7月下旬～
8月上旬

レモンエクレアレモンエクレアモネモネゴッホゴッホ

夏休み自由研究教室
木陰で休憩コーナー8

1 じゃぶじゃぶ池で遊ぼう！

4 熱帯性スイレン展

9 テラリウム展

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20品種4,000本！！

お花畑

1セットで
2～3個
作れます！

応募方法など詳細はHPにて！

観覧自由

観覧自由

NEW
NEW

NEW

NEW

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

・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
】



24 25 2621 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

2017

期間中の土・日・祝は
19:00まで開園時間延長！※8/14(月)は休園日

7.15 土 8.31木

◎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。　◎事前申込の必要が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。　

の 誰でも気軽に

楽しめるイベ
ントが

盛りだくさん
！

22 27 39、 ～

7月 8月

15
（土）
16
（日）
17
（月・祝）
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（土）
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5
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（日）
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（金・祝）
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（土）
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（日）
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●17 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（無くなり次第終了）

●

●18 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

●

●19 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：10：30〜11：30（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

●

●20 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 ワークショップ室
定員：先着96名

●

 21  第11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オープンスペース
定員：ビギナークラス・ハイクラス / 各組先着10名

●

●22 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（7/30は午前のみ）
料金：100円〜/作品
場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●23 フラワーガイドの園芸教室  暑さに強い植物
夏の庭の植物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

●

 24  自然観察会
①トンボやチョウの観察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

● ●

25ふれあいクッキング
ビビンバ丼とスープを作って食べよう！

時間：10：00〜13：00（7/1~7/19に事前予約）
料金：500円
場所：クリスタルフラワー　ワークショップ室

 26  和菓子教室
①夏ごろも ②水まんじゅう を作って食べよう！

時間：各日10：00〜12：00（各月の1日より事前予約）
料金：300円　場所：クリスタルフラワー ワークショップ室
定員：先着20名

● ●

市
民
の
み
な
さ
ん
が
つ
く
る
イ
ベ
ン
ト

●27 染色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

● ● ●

●28 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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●29 さいとうおじさんの工作教室
季節の草花を描いて絵手紙をつくろう！

時間：各日10：00〜15：00　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

●30 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！

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●31 グラスアート体験
リード線と特殊フィルムで好きな柄をデザインしよう！

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

● ●

●32 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キーホルダーなどを作ろう！

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

● ●

●33 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：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：クリエイティブメモリーズ（杉山 万裕子）

●34 アロマテラピークラフト作り
天然100％の精油を使ってアロマスプレーやバスソルトなどを作ろう！

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：アロマ　ジュジュベ

● ● ● ●

●35 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：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：伊勢型紙同好会

● ● ● ●  ● ●

●36 誰でもできるウッドバーニング教室
キーホルダーやペンダント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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●37 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などを学ぼう！

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

●38 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：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

● ●

●39 ルーチェ・オルネ・デコパージュ体験教室
花形のプラパンを加工したオリジナルの雑貨を作ろう！

時間：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：エムズフィオーレ

●

  楽しいイベントが盛りだくさんっ！！

ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
！

②

②

①

①

8/23
（水）

8/28
（月）

7/21
（金）

7/20
（木）

8/17
（木）

7/27
（木）

8/1
（火）

8/24
（木）

（平日は開催しておりません）

（平日は開催しておりません）

※4才から小3は保護者と参加

アトリエKeiの

 8/21（月）
8/25(金)

 7/24（月）
7/28(金)

7/19（水） 8/9（水） 8/16（水）  8/30（水）

8/7
（月）

7/26
（水）

8/2
（水）

午前
のみ

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？



持ち物

自然発見館 7/2［日］ 8/31［木］ 自然発見館

ミニ押し花の小物
作り作品展

7/2(日)～27(木)
自然発見館内通路　※観覧無料
※7/2（日）10：00～15：00　先着
50名様に無料でしおり作りを行い
ます。

誰でもできるウッドバーニング誰でもできるウッドバーニング

特殊な電熱ペンを使って革や木を焦がして模様を描きオリジナル小物を作りま
す。ラインストーンやビーズを貼ってデコ小物も作れま
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。

7/8(土)、12(水)、15(土)、17(月・祝）、19(水)、22(土)～31
（月）、8/1(火)～5(土)、7(月)～9(水)、11(金・祝)、12(土)、14
(月)～18(金)、21(月)～30(水)
10：00～16：00（夏休みを除く平日は15：00まで）

参加費 400円より

参加費 1,000円より（小箱500円・
ストラップ300円）

参加費
染色体験1,700円
アレンジ体験
1,000円より

植物（ミドリ）の
チカラ

植物（ミドリ）の
チカラ

自然由来の植物の香りを数種類組
み合わせて自分だけの香水を作りま
す。

7/28(金)　11：00～15：00

参加費 500円

作って遊ぼう！紙工作作って遊ぼう！紙工作

夏休みの自由研究工作教室
テーマ「あなたもマジシャン」

7/21（金）、22（土）、8/18
（金）、19（土）
①10：30～11：30
②13：30～14：30

参加費 500円

参加費 400円より

定 員 各回20人※要事前予約
☎0586-89-7023（自然発見館）
持ち物 筆記用具、のり、はさみ、
定規（15ｃｍくらい）

対 象 親子

音を楽しむ竹細工音を楽しむ竹細工

竹を使ってフクロウ・ウグイス等の鳥
笛や綿棒を飛ばすミニ鉄砲を作りま
す。

7/8(土)、28(金)、31(月)、
8/4(金)、28(月)、29(火)　
10：00～16：00

参加費 400円より

参加費 500円

選んで作ろう万華鏡選んで作ろう万華鏡

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。

7/8(土)、15(土)、8/1(火)、8
(火)、26(土) 10：00～16：00

8/1(火)～31日(木)ウッドバーニング
作品展 自然発見館内通路 ※観覧無料 

やきもの体験教室やきもの体験教室

本焼粘土を使って筆立てを作ります。

  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。

7/15(土)　13：00～15：00

参加費 1,200円
定 員 先着20名
※要事前予約☎0586-89-7023
その他

ディンプルアート体験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。

7/29(土)、8/14(月)～16
(水)　10：00～15：00

参加費 400円より

簡単キラキラ
小物を作ろう
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
ズを貼り付け、デコ小物を作ります。

7/30(日)、8/6(日)、11(金・
祝)　10：00～15：00

参加費

400円より

的当てエアーロケット・
ポケ丸製作教室

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。

8/12(土)　①10：00～、②
11：00～、③13：00～、④
14：00～、⑤15：00～

陶芸体験
～オリジナル模様の
小皿を作ろう！～

陶芸体験
～オリジナル模様の
小皿を作ろう！～

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。

8/11(金・祝)　①10：00～
　②11：00～　③13：00～
　④14：00～

香りを楽しもう香りを楽しもう

精油を使ったクラフト作りを行いま
す。●みつろうアロマバー

8/3(木)、24(木)
10：00～15：00

参加費 300円より

３Ｄカードを作ろう３Ｄカードを作ろう

参加費
700円（発射台別）
定 員
各回先着15名

イラスト画を切り貼りして立体カー
ドを作ります。

8/6(日)、26(土)
10：30～15：00

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

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

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。

7/30(日)、8/6(日)
10：00～16：00

参加費

250円より

ろくさんのおもしろ工作ろくさんのおもしろ工作

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「さるの綱のぼり」
「紙つばめ」「体操人形」※10時20
分までに受付

7/29(土)、7/30(日）、8/7
(月)～10(木)、21(月)、22
(火)　10：30～15：00

参加費 300円より

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。

7/21(金)、7/28(金)、29
(土)、31(月)、8/4(金)、7
(月)、14(月)、21(月)、25
(金)、28(月)
10：00～15：00

参加費

400円より

アトリエKeiの染色手作り
プリザーブドフラワー

アトリエKeiの染色手作り
プリザーブドフラワー

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。※染色体験は事前予約
（☎0586-89-7023
自然発見館）

7/16(日)、8/20(日)
11：00～16：00

よのさんの
木工教室
よのさんの
木工教室

木や竹、木の実など自然素材を
利用して貯金箱や動物、昆虫
などを作ります。

7/15(土)、8/2(水)
10：00～16：00

参加費

100円より

参加費 1,000円+送料
※8月中に出来上がります！
定 員 各回先着10人

さいとうおじさんの
私だけのポストカード作り
さいとうおじさんの

私だけのポストカード作り

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。

7/11(火)～13(木)、18(火)～
20(木)、25(火)～27(木)、8/1
(火)～3(木)、8(火)～10(木)、
15(火)～17(木)、22(火)～24
(木)、29(火)～31(木)　10：30
～15：00 参加費 300円（2枚）

限定
5組

お絵描き工作教室＆
絵手紙

お絵描き工作教室＆
絵手紙

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。
●手作りうちわ●石の絵●アイデア
の夏の便り●マイバックを作ろう

7/22(土)、8/6(日)、26(土)
11：00～16：00

参加費

400円より

布切り絵＆折り鶴
体験教室

布切り絵＆折り鶴
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。

8/13(日)　10：00～15：30

何をつくろう
かな

いつでも参加OK!! 開催場所 0586-89-7023お問い合わせ先期 間夏のおもしろ工房夏のおもしろ工房
いろいろ体験いろいろ体験

OASIS PARK オアシスパーク 検 索アクアトト

木曽川水園・
自然発見館 夏のおすすめ情報

オアシス体験クラブオアシス体験クラブ

OASIS PARK
オアシスパーク

OASIS PARKOASIS PARKOASIS PARK
オアシスパークオアシスパークオアシスパーク

8月26日(土)
10時～11時30分
木曽川水園　農家
20名　　　　　200円/名
電話申し込み8月5日（土）9時
より受付

昔ながらの農家で体にやさしい野草
茶を作ってみよう！
日時

場所
定員 参加費
受付

0586-89-7023
お問合わせ先

0586-89-6766お問合わせ先
0586-89-8200
http：//aquatotto.com

お問合わせ先

ホームページ

テーマ水槽

7/11（火）～8/31（木）
どなたでも無料

期間
費用

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！
3ヶ月ボーナス
プレゼント！
期間
7/15（土）～8/31(木)

①7/27（木）②8/2（水）午前（10:00～12:00）、
午後（14:00～16:00）の2部制
ガラスドーム　※開始15分前より受付開始
午前：お子さまのみ小学校3～6年生
午後：親子参加のみ小学校1～3年生
午前：小学生10名、午後：親子10組
午前：3,000円/人、午後：3,000円/組

日時

場所
対象

定員
参加費

●申込方法：オアシスパークHP入力フォーム
●主催：PCN岐阜

野草茶を作ってみよう ダンゴムシってどんなム
シ？？ダンゴムシのことま
るわかりの企画展です！
ダンゴムシにさわれる
コーナーもあるよ！

8月11日（金）～8月15日（火）
10時～16時
自然発見館 体験工房
無料

日時

場所
参加費

防災やアウトドアにも役立つ、話題のロ
ケットストーブの作り方を学んでみませ
んか？美味しいお楽しみもあります！

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？

●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7日(月) 必着
 9月分は8月28日(月) 必着

８月２８日（月）１０時～１２時
自然発見館　芝生広場周辺
（集合場所：自然発見館カウンター）
大人の方（お子様の同伴可）
２0名　　　　　200円
電話申し込み

日時
場所

定員
対象

参加費
受付

8月20日（日）、9月10日（日）
6時～10時（受付時間5時30分～7
時30分）
※風速4ｍ以上の時及び雨天時は
中止となります。
かさだ広場
各日400名（応募者多数の場合は
抽選になります。）
1,000円（お一人様）
４才以上※小学生以下の方は必ず
保護者が一緒にご搭乗願います。
往復はがきによる事前申込（1組様
1通のみ）

日時

場所
定員

参加費
応募資格

受付

ロケットストーブを
体験しよう！
ロケットストーブを
体験しよう！

みて、さわって、
ダンゴムシ！
みて、さわって、
ダンゴムシ！

～子どもと一緒に楽しもう！自然の見つけ方、感じ方～
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。

●申込締切：7月14日（金）

7月23日（日）12時～16時（雨天でも開催）
水辺共生体験館玄関前
幼稚園教諭、保育士、森のようちえんに関心のある方
先着20名（電話による事前申込）　　　 100円（保険代）

日時
受付場所

定員 参加費
対象

「森のようちえん」指導者養成講座「森のようちえん」指導者養成講座

自然の中で幼い子ども(対象年齢3
歳～7歳）の素晴らしい感覚を引き
出していくことができる環境教育
プログラムです。

8月19日（土）  ９時３０分～
１７時（受付9時～）
8,000円（テキスト代、保険
代、講習代等）

日時

参加費

河川環境楽園　自然発見館
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。
各日先着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。) 

場所
対象

定員

グローイングアップ・
ワイルド一般指導者
養成講習会

グローイングアップ・
ワイルド一般指導者
養成講習会

野生生物を題材にゲームなどの体
験学習を通じて環境について学ぶ
小・中学生向け環境教育プログラ
ムです。

8月27日（日）  ９時３０分～
１７時（受付9時～）
9,000円（テキスト代、保険
代、講習代等）

日時

参加費

プロジェクト・
ワイルド一般指導者
養成講習会

プロジェクト・
ワイルド一般指導者
養成講習会

電話
申込

農家の十二ケ月農家の十二ケ月

閉館後の水族館を
特別にご案内！

お泊り
ナイトツアー
夜の見学後、水槽の前で
一晩過ごします。

7/25（火）、8/9（水）、24（木）
16：30～20：30
高校生以上：4,000円
中学生以下：3,300円　※夕食付き
40名
各開催日の2週間前※ハガキまたはHPから応募

日時

費用

定員
締切

7/29（土）～30（日）、8/12（土）～13（日）
16：30～翌9：30
大人：8,000円　小学生：6,000円
※夕・朝食付き
小学生とその保護者　　　　25名
各開催日の2週間前※ハガキまたはHPから応募

日時

費用

対象 定員
締切

夏の年パスキャンペーン夏の年パスキャンペーン

申込み申込み

夜の水族館

「夏のプログラミング特別体験教室」

7/15(土)～9/3(日)の土
日祝及び8/14(月)～16
(水)10:00～17:00
ぐるり森横 
400円※体験メニューは
別料金

日時

場所
参加費

ふれあい動物園ふれあい動物園
7/15(土)～9/3(日) の土
日祝及び8/14(月)～16
(水)10:00～17:00
ガラスドーム横 
400円※同伴者100円

日時

場所
参加費

ドジョウつかみドジョウつかみ
7/15(土)～9/3(日) の土
日祝及び8/14(月)～16
(水)10:00～17:00
せせらぎ広場 
400円※同伴者100円

日時

場所
参加費

昆虫ふれあいの森昆虫ふれあいの森

両日雨天決行

●申込締切：8月4日（金）
ハガキ
申込

7/7(金)
より

申込みスタート！

小学生と幼児のお子様 入館無料!!小学生と幼児のお子様 入館無料!!
開館記念日特別企画開館記念日特別企画

～世界のナマズ大紀行～
黄金色に輝く神秘の黄金ナマズ
～世界のナマズ大紀行～
黄金色に輝く神秘の黄金ナマズ

熱気球に
乗ってみよう！
熱気球に
乗ってみよう！

今後、
習わせたい事
ランキング
第2位

通常料金　小学生…750円／幼児（3歳以上）…370円

7月8日（土）、9日（日）日時

アクア・トトぎふ

夏休みのイベント情報

2020年から必修になるプログラミング教育を先取り！!
話題のIchigoJamを使用した分かりやすい内容です

※雨天中止
※雨天中止※雨天中止

企画展



●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IC」から、一般道を通るルートをお勧めしています。

東海北陸自
動車道の

川島PAより
直接入園

することがで
きます！

東海北陸自
動車道の

川島PAより
直接入園

することがで
きます！

ア ク セ ス マ ッ プ

西口

中央
東口

名古屋高速16号一宮線

一宮中IC

2017. 0. 135,000

全席シートベルト着用

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 愛知県一宮市

4/9（土）～ 5/5（木・振休）
お問合せ先／0586-51-7105

愛知県江南市
4/23（土）～ 5/22（日）
お問合せ先／0587-57-2240

岐阜県海津市
4/2（土）～ 4/17（日）
お問合せ先／0584-54-5531

HPは
「木曽三川公園」
で検索!

各施設のご案内 ※開園・開館時間、休園・休館日は 7～8 月までの情報です。

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

アクア・トト ぎふ

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

オアシスパーク
入園料 無料 ※観覧車など施設により料金が必要です。
開園時間 9：30～22：30 7月10日（月）

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

木曽川水園・自然発見館・かさだ広場
入園・入館料 無料
開園・開館時間 休園・休館日

TEL.0586-89-7023　URL http://www.kisosansenkoen.jp

休園・休館日

twitter： http://twitter.com/aquatotto
facebook：http://www.facebook.com/aquatotto

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

入館料 大人1,500円　中高生1,100円　小学生750円　幼児（3才以上）370円
開館時間

休園・休館日

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
7/15（土）～8/31（木）は18：00まで
7月10日（月）

［インフォメーション 9：30～18：00］

世界淡水魚園水族館

9：30～19：00
※かさだ広場9：30～18：00

7月10日（月）

愛知県一宮市
7/15(土) ～ 8/31（木）
お問合せ先／0586-51-7105

サマーフェスタ
138タワーパーク

愛知県江南市
7/15(土) ～ 8/31(木)
お問合せ先／0587-57-2240

夏のガーデンパーティ
フラワーパーク江南

岐阜県海津市
7/15(土) ～ 8/31(木)
お問合せ先／0584-54-5531

夏の水物語
木曽三川公園センター

未

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
発見館前芝生広場が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。

※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河川環境楽園夏フェス

７月9日（日）
11時20分～20時30分
自然発見館前芝生広場-

日時

場所

スペシャル理科実験教室、水中の生き
物観察会、BBQ、夜の昆虫観察＆ザリガ
ニ釣りなど盛りだくさん!!

8/8（火）　14:00～21:00　※雨天開催
オアシスパーク内 　　　　40名※最少人数20名
小学校1～6年生
7,500円

日時
場所 定員
対象
参加費

10人乗りのEボートで川下り体験を
実施します。

共催：公益財団法人河川財団名古屋事務所

新境川でEボート新境川でEボート チャレンジ滝行体験チャレンジ滝行体験

9月3日（日）
午前の部／10時～12時（集合時間9時30分）
午後の部／14時～16時（集合時間13時30分）
集合場所：かさだ広場　日時計の花壇前テント
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）
小学生以上（小学生は保護者同伴）　　　　800円
濡れてもよい長袖シャツ・長ズボン・かかとのある靴。
川に入るので着替え持参のこと。

日時

場所

対象
服装

参加費

定員

木曽川水園上流部の大滝（落差8
ｍ）の滝行で暑さと煩悩を吹っ飛ば
そー！
※雨天中止

7月29日（土）～30日（日）
①11時～、②13時30分～
（１回約10分）
木曽川水園　大滝
各回先着5名
大人（高校生以上）
100円
電話申し込み7月15日9時より受付

日時

場所

対象
参加費
受付

定員

❶【水中観察＆理科実験教室】

川遊びにクラフトにBBQ。キャンプの達
人とノウハウを学ぶ1DAY!!

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：岐阜聖徳大学附属中学校、SUNSHOW夢ハウス、
 CAMP★MANIA products

8/12（土）14:00～21:00　※雨天開催
オアシスパーク内 　　　　40名※最少人数20名
小学校1～6年生　　　　7,500円

日時
場所 定員
対象 参加費

❷【夏の川遊び＆木工工作】
※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
※テントのマットはございませんのでご用意ください。
※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

オアシスパークHP入力フォームから
http：//www.oasispark.co.jp
☎0586-89-6766（オアシスパーク）

わくわく楽園キャンプわくわく楽園キャンプ
〈ファミリー対象〉

7月7日（金）
申し込みスタート！

8/1（火）13:00～
8/2（水）9:30まで ※雨天・荒天時中止
自然発見館前芝生広場
60人（先着順締切）
大人（中学生から）5,000円、小学生以下4,000円
3歳以下無料
テント、寝袋などの寝具、着替え、洗面道具など

日時

場所
定員
参加費

持ち物

本格バーベキューや昆虫ト
ラップ観察、ザリガニ釣りな
ど、楽しさ盛りだくさんのキャ
ンプです。

岐阜県のアユが世界農業遺産に
認定されたことを記念して制定された「GIAHS鮎の
日」の記念イベントを実施します！

●問合せ：岐阜県　里川振興課
※詳しくは●●●をご確認ください。

GIAHS鮎の日GIAHS鮎の日

7月23日（日）９時３０分～１７時日時

29日は野外映画会「ペッ
ト」、30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！！

『ペット』29日(土)19時15分～21時
『かわしま川まつり』30日(日)昼やま15時～15時
30分、宵やま19時10分～19時50分
『花火』30日(日)19時50分～20時05分
●問合せ：川島地区まちづくりイベント実行委員会
事務局（各務原市役所観光交流課）
☎058-383-9925

7月29日（土）、
30日（日）

日時

事前
申込

申込
方法

オアシス1DAYサマーキャンプオアシス1DAYサマーキャンプ

かわしま燦々夏まつりかわしま燦々夏まつり
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