
 

平成２９年８月３０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 秋季イベント開催のおしらせ 
河川環境楽園では、“秋”ならではの体験イベントがいっぱい！ 

みなさまのご来園をお待ちしています！！ 
 
 

秋の楽園祭 
期間：平成２９年９月９日（土）～平成２９年１１月３日（金・祝） 

場所：河川環境楽園（岐阜県各務原市川島笠田町） 
 

木曽川水園じゃぶじゃぶの河原での「アユのつかみ取り」や、「楽園のお月見」イベントの

他、かさだ広場では大人気の「大玉で遊ぼう！」など園内各施設の特性を活かし、家族から

カップル、子供から大人まで秋の行楽シーズンに楽しめる様々なイベントを開催いたします。 

 ご多忙とは存じますが、ぜひ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：0586-89-702３ Ｆａｘ：0586-89-7021（自然発見館） 

         担当：三浦、関原 

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）、北川 

Ｔｅｌ：058-251-1379  FAX：058-251-1564 

木曽三川公園管理センター 

「楽園のお月見」月の絵本よみきかせ アユのつかみ取り 大玉で遊ぼう！ 





自然発見館 9/9［土］　　11/30［木］ 自然発見館いつでも参加OK!! 開催場所 0586-89-7023お問い合わせ先秋のおもしろ工房秋のおもしろ工房 期 間

川島水墨画教室
作品展

9/2（土）～29（金）
自然発見館内通路
※観覧無料

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い、木や革を焦がして
模様を描き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。

9/9（土）、10（日）、18（月・祝）・23（土・祝）、30（土）、
10/1（日）、7（土）～9（月・祝）、21（土）、28（土）、
11/3日（金・祝）～5（日）、11（土）、12（日）、23（木・祝）、25（土）、26（日）
及び毎週水曜日
10：00～16：00（平日は15：00まで）

参加費 400円より

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

参加費

400円より

参加費

400円より

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。

9/16（土）、9/23（土・祝）、10/7（土）、
10/21（土）、11/4（土）、11/18（土）
10：00～16：00

参加費 1,000円より
（小箱500円・
ストラップ300円）

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
ビーズを使い、
オリジナルの小
物を作ります。

9/10（日）、9/23（土・祝）、
10 /8（日）、10 / 22（日）、
11/23（木・祝）10：00～15：00

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。
●9月／レインボーシートを使って楽しいお
便りを作ろう・石の絵
●10月／干支の絵付け・カラーページを
使ってちぎり絵
●11月／干支の絵付け・年賀状

9/10（日）、9/24（日）、10/8（日）、10/29（日）、11/12（日）、11/26（日）
11：00～16：00

参加費 350円より

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、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。

9/12（火）、14（木）、19（火）～21（木）、26（火）～28（木）、
10/3（火）、5（木）、11（水）、12（木）、17（火）～19（木）、24（火）～26（木）、
11/1（水）、2（木）、7（火）～9（木）、14（火）～16（木）、21（火）、22（水）、
28（火）～30（木）　10：30～15：00

参加費 300円（2枚）

いろいろ体験いろいろ体験

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。

9/16（土）、9/30（土）、10/1（日）、
10/7（土）、11/18（土）、11/23（木・祝） 
10：00～15：00

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）

9 / 17（日）、10 / 15（日）、
11/19（日） 11：00～16：00

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。

10/9（月・祝）、11/5（日）
①10：00～、②11：00～、③13：
00～、④14：00～、⑤15：00～

作って遊ぼう！
紙工作

作って遊ぼう！
紙工作

コマや季節の折り紙などを作っ
て遊びます。

9/23（土・祝）、10/14
（土）、11/25（土）
10：00～15：00

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。

9/18（月・祝）、9/24（日）、
10/9（月・祝）、11/5（日）、
11/12（日）10：00～16：00

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。

9/10（日）、10/8（日）、11/12（日）
10：00～15：30

参加費

400円より
（折り鶴100円）

10/3（火）～31日（火） 自然発見館内通路 ※観覧無料
さいとうおじさんの仲間達作品展

11/1（水）～30日（木）
自然発見館内通路 ※観覧無料

3Dボックス展

何をつくろう
かな やきもの体験教室やきもの体験教室

　　　　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。

9 / 16（土）、10 /21（土）、
11/18（土） 13：00～15：00

参加費 100円より

参加費

250円より

参加費

アレンジ 1,000円より
染色 1,700円

参加費

100円より

３Ｄカードを作ろう３Ｄカードを作ろう

イラスト画を切り抜いて立体
カードを作ります。

10/21（土）
10：30～15：00

参加費

300円より参加費

300円より 参加費

700円
（発射台別）
定 員

各回先着15名

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
動物や昆虫を作ります。

9 / 16（土）、10 /28（土）、
11/18（土） 10：00～16：00

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。

9/30（土）、10/1（日）、10/2（月）、
11/11（土）
10：00～16：00

定 員

参加費 300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。
※日替わりで作る“からくり
　おもちゃ「月うさぎ」「体操人形」
　「紙つばめ」等
午前中のみ先着5組
※10：20までに受付

9/18（月・祝）、10/9（月・祝）、10/28（土）、
10/29（日）、11/11（土）、11/23（木・祝）、
11/25（土） 10：30～15：00

マグカップ 筆立て ランプシェード
9月 10月 11月

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 秋のおすすめ情報

ちびっこレースちびっこレース

お問合わせ先

0586-89-8200
http：//aquatotto.com

お問合わせ先

ホームページ
0586-89-6766
http：//oasispark.co.jp

お問合わせ先

ホームページ

0586-89-7023

10：00～（受付9：30～）
水園広場
２歳　※先着１２０名

時間
場所
参加資格

電話
申込

電話
申込

電話
申込

9月30日(土)
10：00～12：00
木曽川水園　農家
20名（電話による事前申込）
1人前300円
電話申し込み9月16日（土）
9時より受付

昔ながらの農家で
「十五夜のお供え物」
をつくりましょう。
日時

場所
定員
参加費
受付

ワークショップと自然体験活動ツアー（50分）を実施します。
9月23日（土・祝）12:00～16:00（雨天でも開催）
水辺共生体験館
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）
9月15日（金）

日時
場所

定員

対象

参加費
申込締切

十五夜の
お供え物をつくろう
十五夜の
お供え物をつくろう

農家の十二ケ月農家の十二ケ月

～子どもと一緒に楽しもう！自然の見つけ方、感じ方～

10月29日（日）
午前の部：10:00～12:00
午後の部：13:30～15:30
（雨天でも開催）
自然発見館
各回先着25名
200円

公園で活動するボランティアグ
ループEEネットの活動発表と子
供も楽しめる自然を利用したク
ラフトとおやつづくり体験。
日時

場所
定員
参加費

ＥＥネット祭りＥＥネット祭り

かさだ広場楽しい森のようちえんの見学とワークショップを実施
します。

11月26日（日）9:30～13:00（雨天でも開催）
かさだ広場
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）
11月17日（金）

日時
場所

定員
対象

参加費
申込締切

10月29日（日）
10：00～12：00
木曽川水園　農家
20名（電話による事前申込）
1人前300円
電話申し込み10月14日（土）
9時より受付

昔なつかしいおや
つ「松笠ぼち」をつ
くりましょう。

●協力：あゆみの会

●応募方法：往復はがきに①郵便番号
②住所③代表者の氏名・年齢④電話
番号⑤参加される方の氏名・年齢⑥希
望する午前か午後の部（片方のみ）⑦
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
「焼き芋をつくろう」係

●協力：あゆみの会

日時

場所
定員
参加費
受付

農家の食べもの
松笠ぼちをつくろう
農家の食べもの
松笠ぼちをつくろう

11月4日（土）
午前の部：10：00～12：00
午後の部：13：00～15：00
木曽川水園　南の畑
（受付は自然発見館）
各回20名（応募者多数の
場合は抽選）
1人200円
往復はがきによる事前申込
（1組様1通のみ）
10月23日（月）必着

たき火でさつまいもを焼きましょう。
日時

場所

定員

参加費
受付

申込締切

秋の味覚 焼き芋を
つくろう
秋の味覚 焼き芋を
つくろう

アクア・トトぎふ

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

ぶーぶーレース

14：00～（受付13：30～）
水園広場
３歳～５歳　※先着１２０名

9/12（火）9：30～　HP入力フォームより予約受付スタート
http://www.oasispark.co.jp　※レース一週間前にHPでレース順の発表をします。

時間
場所
参加資格

三輪車レース

10/21（土） ※雨天中止 10/28（土） ※雨天決行

10：00～（受付9：30～）
ガラスドーム
未歩行の赤ちゃん
※先着１２０名

時間
場所
参加資格

はいはいレース

14：00～（受付13：30～）
ガラスドーム
2歳未満
※先着１２０名

時間
場所
参加資格

かたかたレース

①11/11（土）②11/18（土）
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
小学校1～6年生
※1～3年生は保護者同伴、4～6年生は
　お子さまのみ参加となります。
小学生12名
3,000円

●申込方法： Meets Vision HP入力フォーム
●主催：PCN岐阜
●お問合せ先：
　Meets Vision
　058-252-5519

日時

集合場所
対象

定員
参加費

※雨天中止の場合は前日にHPでお知らせさていた
だきます。

オアシス体験クラブ
プログラミング特別体験教室
オアシス体験クラブ
プログラミング特別体験教室

10/2（月）～
申込み 10:00～スタート

アクア・トト ぎふの館長になりきって、
水族館のお仕事を体験！

11/23（祝）10：00～15：00（予定）
無料　 小学4～6年生 1名（保護者同伴）

●応募方法：郵便またはホームページの応募フォー
ムより下記内容をご記入の上、ご応募ください。
　・参加者および保護者の氏名・年齢（学年）
　・郵便番号・住所・電話番号
　・館長をやってみたい理由
〈宛て先〉
〒501-6021　岐阜県各務原市川島笠田町1453
世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ
「一日館長」係※応募内容を確認の上、選考させていただきます。

日時
費用 対象

夜の水族館夜の水族館
閉館後の水族館を特別にご案内！

9/16（土）、10/14(土)
16：30～20：30
高校生以上：4,000円
中学生以下：3,300円
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

期間中、年パスを購入または更新で
選べるトトグッズプレゼント！

テーマ水槽テーマ水槽
スッポンパワーで
ご長寿!?

9/2（土）～
10/2（月）

期間

10/4（水）～
10/31（火）

期間

ほね骨
ハロウィン
パーティー！

申込み夕食付き

「森のようちえん」指導者養成講座「森のようちえん」指導者養成講座第２回

「森のようちえん」指導者養成講座「森のようちえん」指導者養成講座第３回

9月 10月 11月

のイベント情報秋秋
一日館長になってみませんか？一日館長になってみませんか？

予約
方法

「今後、習わせたい事」ランキング第2位「今後、習わせたい事」ランキング第2位

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

要事前予約

申込み

年パスキャンペーン年パスキャンペーン
トトの日

一人一家族の申し込みに限ります。

10/7（土）～10/15(日)期間

大きなスッポンに
ご長寿祈願

どなたでも無料
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