
 

 

平成３０年６月２７日(水) 

国土交通省中部地方整備局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 
 

国営木曽三川公園の夏季イベントをご紹介！ 

みなさまのご来園をお待ちしております。 
 

●サマーフェスタ● 

期間：平成３０年７月１４日（土）～平成３０年９月２日（日） 

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） 

 

 

 
 
 

●夏の楽園祭● 

期間：平成３０年７月１４日（土）～平成３０年９月２日（日） 

場所：河川環境楽園（岐阜県各務原市川島笠田町） 

 

 

 
 
 

●馬飼ビーチフェスティバル● 

期間：平成３０年７月１６日（月・海の日） 

場所：サリオパーク祖父江 ワイルドネイチャープラザ（愛知県稲沢市祖父江町） 
 

 

 

 

 

 

 

■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：鈴木、三浦  Ｔｅｌ：０５８６-５１-７１０５ 

・河川環境楽園    担当：花村、関原  Ｔｅｌ：０５８６-８９-７０２３ 

・サリオパーク祖父江 担当：伊藤(138 内) Ｔｅｌ：０５８６-５１-７１０５ 
※イベント及び参加申し込みに関しては、各イベントで異なりますので、別紙チラシを 

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 

「マスのつかみ取り」 
8/11（土）～15 日（水）、18 日（土）、19（日） 

河原でマスを捕まえ、塩焼きでいただきます。 

「むし仙人の昆虫標本つくり」 
カブトムシ編 7/29（日） 

ミヤマクワガタ編 9/2（日） 
標本を作りながら体の仕組みを調べてみましょう 

「夏休みの巨大気温グラフ」 
7/21（土）～8/31（金） 

毎日の最高気温と天気を表した巨大グラフを設置！ 

木曽三川公園管理センター 

「真夏の雪あそび」  
7/14（土）、15（日） 

真夏の公園で、雪あそびをお楽しみいただきます。 

 

「砂丘保全活動～Ｓave THE beach～」 
祖父江砂丘の外来種の抜き取りボランティア。 

参加した子ども達にはアユのつかみ取り体験も。 

「親子無料スクール」 
小学生以上の親子を対象に 

無料でｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ･ＳＵＰなど 

の体験を行います。 







Meets Vision HP入力ホームから
TEL058-252-5519/Meets Vision
【理科】7/25(水)　【図工】8/9(木)
※結果は1週間以内に発送  

●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。

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

TEL.0586-89-8200

TEL.0586-89-6766

TEL.0586-89-7023

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］

7月 9日（月）

入園料

開園時間

無料

9：30～19：00　※9月は～17：00
かさだ広場 9：30～18：00　※9月は～17：00　

入園・入館料

休園・休館日

7月 9日（月）休園・休館日

7月 9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「岐阜各務原 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  ※9月は～17：00
  ●かさだ広場駐車場／8：30～18：00  ※9月は～17：00

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

新境川でEボート 河川環境楽園夏フェス
OUR FAVORITE THINGS 2018

かわしま燦々夏まつり

オアシス
1DAYサマーキャンプ

熱気球に
乗ってみよう！

国営木曽三川公園
その他のイベント
国営木曽三川公園
その他のイベント

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７～9月の情報です。

愛知県一宮市
7月14日（土）～9月2日（日）
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
愛知県江南市
7月21日（土）～8月31日（金）
お問合せ先：0587-57-2240

木曽三川公園センター　

夏の水物語
岐阜県海津市
7月14日（土）～9月2日（日）
お問い合せ先：0584-54-5531

2018.6.135,000

♩
♫

ホームページは
「木曽三川公園」で検索！

事前申込

事前申込 事前申込

オアシスパークでの本格バー
ベキューのほか、普段は閉
まっていて入ることのできな
い夜の木曽川水園でナイト
ウォーク、ザリガニ釣りなど、
農家での朝ごはんなど、楽し
さいっぱいのキャンプです！

水中の生き物観察体験 ＆ 光る星座版ギガスターミニ
作り ＆ BBQ＆光の実験遊び。

10人乗りのＥボートで
新境川を下ってみよう！

木曽川水園に幻想的な「舟やま」を浮かべる「か
わしま夏まつり」のほか、「野外映画会」や打上

花火があがる「グランドフィナーレ」など、イベント盛りだくさんです！岐阜を代表するローカル音楽フェスティバル「OUR 
FAVORITE THINGS」を自然発見館前芝生広場（当
日は有料エリアとなります）にて開催します。当日は、水
園広場がおいしく
魅力的な店舗が
並ぶフードブース
となります。

係留された熱気球に乗って、
空からの眺めを楽しんでみよう！
係留された熱気球に乗って、
空からの眺めを楽しんでみよう！

7月24日（火）13：00～翌7月25日（水）9：30まで
自然発見館前芝生広場
親子先着60名（定員に達し次第締め切り）
大人（中学生以上）5,000円　小学生以下4,000円
３歳以下無料（食事等はなしとなります）
※小学生以下はバーベキューがキッズメニューとなります。
テント、寝袋などの寝具、着替え、洗面道具など
その他：テント、寝袋のレンタルあり
（テント1000円・寝袋500円）
※数に限りがあります。
※テントのマットはございませんのでご用意ください。
※食事及び食器類はご用意いたします。

【ファミリー対象】
【理科】  ※雨天開催

主　催：木曽三川公園管理センター
共　催：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・㈱オアシスパーク

日時
場所
定員

8/10(金) 14：00～21：00
オアシスパーク内
小学校1～6年生
40名(応募多数の場合抽選)
7,500円/1人

日時
場所

定員
対象

参加費

参加費

川遊び ＆ 磁石を使った夏休みアイデア工作 ＆ BBQ ＆ 
ナイトハイク昆虫観察＆ザリガニ釣り。

【図工】  ※雨天開催

8/23(木) 14：00～21：00
オアシスパーク内
小学校1～6年生
40名(応募多数の場合抽選)
7,500円/1人

日時
場所

定員

受付

対象

参加費

申込方法

申込締切

9月2日（日）※荒天中止
午前の部/10：00～12：00
午後の部/14：00～16：00
かさだ広場
小学生以上（小学生は保護者同伴）
午前の部16名、午後の部16名
（先着順、定員に達し次第締め切り）
電話による事前申込
1,000円（保険料含む）
濡れてもよい長そでシャツ・長ズボン・かかとの
ある靴
※川にも入るので着替えをお持ちください。

日時

場所

定員

申込方法

申込方法

対象

参加費
持ち物

７月8日（日）　11：20～20：30
自然発見館前芝生広場
河川環境楽園夏フェス実行委員会事務局
（各務原市 観光交流課）

詳細はhttp://www.ourfavoritethings.jp/をご覧ください。

7月28日（土）、29日（日）※雨天中止
◎『野外映画会・スタンプラリー』  
　28日（土） スタンプラリー 16：00～  中学生以下を対象
　映画19：15～21：00 「怪盗グルーのミニオン大脱走」を上映
◎『かわしま川まつり』　29日（日）
　昼やま　15：00～15：30　　宵やま 19：10～19：50
◎グランドフィナーレ（打上花火）　29日（日）19：50～19：55予定

日時
場所
主催

川島地区まちづくりイベント実行委員会
イベント情報についてはかわしま燦々夏祭りチラシ、
各務原市ＨＰをご覧ください。
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 観光交流課　058-383-9925）

問合せ

問合せ

問合せ

その他
主催

持ち物

8月19日（日）
9月  9日（日）
各日6：00～10：00（受付時間5：30～7：30）
※4ｍ以上の風速時及び雨天時は中止
かさだ広場
４才以上　※小学生以下は保護者の同伴が必要
各日400名（応募者多数の場合は抽選）
往復ハガキによる事前申込
8月分は8月６日（月）必着
9月分は8月2７日（月）必着
1,000円／１人
往復ハガキに ①郵便番号 ②住所 ③代表者氏名 
④電話番号 ⑤参加者氏名・年齢 ⑥希望日 ⑦返信ハ
ガキに「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 岐阜県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
実施の可否を、前日16時及び当日5時に
         木曽三川公園ＨＰにてお知らせします。

日時

日時

場所
対象
定員
受付
締切

参加費

応募先

その他

応募
方法

※雨天中止

7月10日（火）10：00～
オアシスパークのHP入力ホームから
TEL0586-89-6766/オアシスパーク



●石のお魚マグネットをつくろう！

●水中トト花火

【企画展】

【ものづくりワークショップ】

【テーマ水槽】

●ゾクゾク水ゾクッ館　

※イメージ

O A S I S   P A R KO A S I S   P A R K

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。

7/16（月・祝）、18（水）、21（土）、22（日）、24（火）、25（水）、
27（金）～31（火）
8/1（水）～4（土）、6（月）～11（土・祝）、13（月）～18（土）、21（火）～29（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

7/22（日）、26（木）、8/12（日）、22（水）
10：30～15：00

作って遊ぼう！紙工作

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

参加費

400円より
8/1（水）～31日（金）

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。

イラスト画を切り貼りして
立体カードを作ります。

夏休みの自由研究工作教室
　　    テーマ 「あなたもマジシャン」

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。

※7/1（日） 10：00～15：00
先着50名様に無料でしおり作
りを行います。

精油を使ったクラフト作りを
行います。　＊アロマバー

7/17（火）～19（木）、24（火）～26（木）、31（火）
8/1（水）・2（木）、7（火）～9（木）、21（火）～23（木）、
28（火）～30（木）
10：30～15：00

さいとうおじさんの
私だけのポストカード作り

参加費

300円（2枚）

【持ち物】
筆記用具、のり、
はさみ、定規、
ネームペン

（小箱500円・ストラップ300円）

7/14（土）、29（日）、8/11（土・祝）
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
を貼り付け、
デコ小物を
作ります。

参加費

400円より

7/21（土）、31（火）
8/11（土・祝）、18（土）、21（火）
10：00～16：00

選んで作ろう万華鏡

7/1（日）～29（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
て貯金箱や動物、昆虫などを作ります。

参加費 100円より

7/14（土）、8/2（木）　　
10：00～16：00

よのさんの木工教室

8/2（木）、28（火）
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

7/21（土）、28（土）
8/6（月）～9（木）、26（日）、27（月）
10：30～15：00

ろくさんのおもしろ工作

7/22（日）、29（日）、8/5（日）、26（日）
11：00～16：00

7/22（日）、8/5（日）、12（日）
10：00～16：00

お絵描き工作教室＆
絵手紙

参加費

350円より参加費 500円より

7/17（火）～19（木）、8/3（金）、
8/23（木）、24（金）、30（木）、31（金）
10：00～16：00

音を楽しむ竹細工

～オリジナル模様の
　　かわいい豆皿を作ろう！～

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、
水鉄砲を作り
ます。

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　
★夏のお便り 定　員

各回先着15名　

参加費

陶芸体験

粘土を平たく伸ばし、違う色の粘土を貼って模様
をつけ、直径12㎝ぐらいの豆皿を作ります。

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。
★日替わりからくりおも
ちゃ作り「にわのにわと
り」「紙つばめ」「体操人
形」10：20までに受付限
定5組

8/12 （日）
①10：00～ ②11：00～ ③13：00～
④14：00～ ⑤15：00～

7/31（火）、8/11（土・祝）
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。

7/14（土）、7/20（金）、23（月）、27（金）、
28（土）、30（月）
8/3（金）、6（月）、10（金）、13（月）、14（火）、
25（土）、27（月）、29（水）～31（金）
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 400円より

何を
つくろうかな

参加費 300円より
参加費

300円より

8/25（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

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

7/15（日）、8/12（日）  11：00～15：00

アトリエkeiの染色手作り
プリザーブドバイオフラワー

植物性の材
料を使用し
て手作り石
けんを作り
ます。

※染色体験は事前予約
　TEL0586-89-7022
　自然発見館

参加費

500円より

7/27（金）
11：00～15：00

植物（ミドリ）の
チカラ

木曽川水園・
自然発見館

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 TEL0586-89-7023
●お問い合わせ先●開催場所●期間

○木舟遊覧

○農家の十二ヶ月

○チャレンジ滝行体験！

○「ＧＩＡＨＳ鮎の日」記念イベント
アユのつかみ取り

7/14（土）～16（祝）
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

自然発見館 7/14● ▶ 8/31●土 金

※8月中に出来
　        上がります！

自然発見館内通路 観覧無料

定員：20人   対象：小学生（保護者同伴） 

オアシスパーク
お問合わせ先

ホームページ http://www.oasispark.co.jp

お問合わせ先

ホームページ

お問合わせ先

0586-89-7023

0586-89-82000586-89-6766
http://aquatotto.com

わかりやすい
プログラミング初級体験講座

2018 夏休み
自由研究応援企画！

お宝探偵団＆
　　 キッズ探偵団

ふれあい動物園 化石発掘体験

オオクワガタ幼虫
　　　割り出し体験

どじょう
     つかみ

きもカワ昆虫ふれあいの森

事前
申込

事前
申込

ICT教育改革により2020年から必修になるプログラミング
教育を先取り！
手のひらサイズの小さなコンピューター「IchigoJam」を
使って簡単なゲームづくりにチャレンジします。

夏の夜空に打ちあげ
られた花火のように、
カラフルな魚たちが
水槽を彩ります。

川原の小石に色を塗って、生き物をモチー
フにしたオリジナルマグネットを作ります。

①8/7(火)　②8/20(月)
1部（10:00～12:00）、2部（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1～3年生（親子で参加）
小学校4～6年生（お子さまのみで参加）
各回12組
3,000円/1組

●申込方法：Meets Vision
                 HP入力フォーム
　　　   (応募多数の場合抽選)
●申込締切：7/25（水）
　　　　　 結果は7月中に発送
●主　　催：（株）ドングルズ
●お問合せ：Meets Vision　058-252-5519 7/9(月)10:00から申込みスタート!

日時

日にち

日にち

場所

7/14(土)～9/2(日)
※17（火）～20（金）はお休み
10：00～16：00　 ※雨天中止
400円

●イベント詳細はHPをご覧ください

日時

参加費

こわい？ 不気味？？ かわいい！？ 思わず

「ゾクッ！」としてしまう生き物を集めました。

7/14（土）～12/9（日）日時

7/10（火）～8/6（月）
日時

対象

定員
参加費

7/25（水）、8/8（水）　
＊申込締切　各開催日の2週間前まで
16：30～20：30
高校生以上：4,000円　中学生以下：3,300円
40名　※中学生以下の場合、保護者同伴
※ハガキまたはHPから応募

日時

時間
費用
定員

7/28（土）～7/29（日）、8/25（土）～8/26（日）　
＊申込締切　各開催日の2週間前まで
16：30～翌9：30
大人：9,000円　小学生：7,000円
小学生とその保護者
25名        ※ハガキまたはHPから応募

8月26日(日) 10:00～12:00  雨天・川の増水時中止
木曽川水園　農家　　　　　 20名
電話での申込  8月4日(土) 9：00より
親子（小学生とその保護者）
幼児付き添い不可
200円（保険料込み）

７月・８月　10:00～12:00　13:00～17:00　※平日は11:00～
9月・10月　平日、土日とも10：00～12：00　13：00～16：00
木曽川水園　※雨天中止
大人300円（高校生以上）　小人100円（3歳～中学生）
2歳以下は無料

日時

日時

場所
参加費

時間
費用

日時
場所 定員
受付
対象

持物
参加費

7月22日（日）※雨天中止
① 10：00～  ② 11：00～  ③ 12：00～ 
④ 13：45～  ⑤ 14：45～
木曽川水園 じゃぶじゃぶの河原
岐阜県
3歳～小学生まで
各回先着50名（各日先着250名）
当日9：30より現地にて一斉受付
1人500円

日時

対象
共催
場所

定員
受付
参加費

8月13日（月）～8月19日（日）
10：00～16：00
自然発見館　体験工房
無料

日時

場所
参加費

7月28日(土)、7月29日(日)　※雨天中止
①11：00～11：45　
②13：30～14：45 
木曽川水園　大滝
小学生以上
当日現地にて受付 
100円（保険料）

日時

場所
定員
受付
参加費
その他

対象
定員

●イベント詳細、申込方法は
　　　　オアシスパークHPをご覧ください

普段見ることができない
閉館後の水族館を特別に公開！

普段見ることのできない夜の生き物たちを
観察したあとは、水槽前で一晩過ごします。

木曽川水園にある落差8ｍの大滝で滝行
体験にチャレンジしてみよう！（1回５分程度）

アクア・トトぎふ

入館
無料!

6/30(土)～8/26(日)の土日祝
12：00～16：00              入館料+300円

日時
時間 参加費

夏のおすすめ情報

木舟に乗って、木曽川水園の
夏の風景を楽しもう！

身近にいるけど意外と知られていない
ダンゴムシワールドをご紹介！ダンゴムシ
とふれあえるコーナーもあるよ！ 

河原でアユつかみにチャレンジ！炭火で
おいしい塩焼きにして食べよう♪

　　　小・中学生は滝の直前で水
しぶきを浴びていただくまでの体
験となります。ウォーターシューズ
が濡れてもよい靴を履いてのご参
加をお願いします。（サンダル不可）

いつでも参加OK!!

アクアトト 検索

7/21（土）から新ミッションが登場！

7/26(木)
7/27(金)

7/23(月)
7/30(月)

　　　 濡れてもいい靴（サンダ
ルは不可）、帽子、タオル、着替
え、水筒、タモ、入れ物はこちら
で用意いたしますので、持込は
ご遠慮ください。

「雑魚」と呼ばれるものを川で採集して調べ、
昔ながらの佃煮を食べてみよう！

ざ  こ

雑魚の佃煮を
　たべてみよう

ざ   こ

夏の企画展
「みて、さわって、ダンゴムシ！」事前申込

世界のカブトムシも大集合
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