
 

平 成 ２ ６ 年 ７月 ３ 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 
 

今年の夏もイベントがいっぱい！！  
国営木曽三川公園では、様々な夏のイベントを開催します！ 

みなさまの来園をお待ちしています！！ 
 

●サマーフェスタ● 

期間：平成２６年７月１９日（土）～平成２６年８月３１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２６年７月１２日（土）～平成２６年８月３１日（日） 

場所：河川環境楽園（岐阜県各務原市川島笠田町） 

 

 

 
 
 

●夏のガーデンパーティ● 

期間：平成２６年７月１９日（土）～平成２６年８月３１日（日） 

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、近藤  Ｔｅｌ：0586-51-7105  

・河川環境楽園    担当：伊藤、高橋  Ｔｅｌ：0586-89-7022  

・フラワーパーク江南 担当：古根     Ｔｅｌ：0587-57-2240  
※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 包原（かねはら）、江崎 

Ｔｅｌ：058-251-1379  FAX：058-251-1564 

「真夏の雪遊び」
8/16（土）・17（日）

真夏に雪が降ってくる！！

「ひまわり思い出写真展」
募集：7/26（土）～8/10（日） 

展示：8/16（土）～8/31（日） 

「盆踊り大会」
8/16（土）・17（日）

太鼓に合わせみんなで踊ろう！

「浴衣でタワーにのぼろう」
8/1（金）～31（日） 

浴衣でご来園のお客様は 

タワー入館料が無料！ 

木曽三川公園管理センター 

「幻の渓流スライダー」  
8/11（月）～15（金） 

泳ぐアユを観察できるかも？！ 

「じゃぶじゃぶ池で遊ぼう！」
7/19（土）、20（日）、21（祝）

8/2（土）、3（日）、9（土）、10（日）

17（土）、18（日）、23（土）、24（日）







通常料金　小学生750 円　幼児（3歳以上）370 円

ナイトツアー
閉館後の水族館を見学します。おいしい食事付き！

日時 7/19（土）・7/31（木）・8/2（土）・8/27（水）
対象 小学生とその保護者

料金 大人4,000円　子ども3,300円

お泊りナイトツアー
大水槽の前で巨大な魚たちと一晩を過ごします。

日時 7/26（土）～27（日）・8/9（土）～10（日）
対象 小学生とその保護者

料金 大人8,000円　子ども6,000円

絵画コンテスト「未来のアクア・トト ぎふ」
夢いっぱいの“未来の水族館”描いてみませんか？

期間 7/21（祝）まで
対象　中学生以下

画材　自由（油絵は除く）、画用紙は八つ切

応募　作品裏面に学校名、
学 年、氏 名、住 所、電
話番号を明記の上、
水族館に持参または
送付。

　　　※詳細はＨＰ

※申込みはハガキまたは HP から（開催日の 2 週間前まで）　※詳しい内容は HP またはお問い合わせください。

7月5日（土）・6日（日）

幼児と小学生の方

入館無料！

7月5日（土）・6日（日）

幼児と小学生の方

入館無料！

開館 10 周年特別企画 夏の年パスキャンペーン
期間中年間パスポートを購入、更新で
3ヶ月ボーナスプレゼント！
日時 7/5（土）～8/31（日）

申込み 申込み

0586-89-82000586-89-8200お問い合わせ先 0586-89-8200

各施設のご案内 ※開園・開館時間、休園・休館日は７～８月の情報です。

●各務原市ふれあいバス「各務原市役所」「新那加駅」などから「川島北部線」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。

全線開通！

ますます便利
になった

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！

全線開通！

ますます便利
になった

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

世界淡水魚園水族館 
アクア・トト ぎふ
 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 平日 9：30～17：00
  7/19（土）～8/8（金）、8/18（月）～ 8/31（日）は18：00まで
  8/9（土）～8/17（日）は19：00まで

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

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 ～ 23：00

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 9：30 ～ 19：00 休園・休館日 7月14日（月）

TEL.0586-89-7022　URL http://www.kisosansenkoen.go.jp

［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 ～ 23：00
  ●東口・西口駐車場／ 8：30 ～19：00
  ●かさだ広場駐車場／ 8：30 ～18：00

※入館は閉館の1時間前まで

※かさだ広場　9：30 ～ 18：00

［インフォメーション 9：30～18：00］

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

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

（土日祝日は18：00まで）

2014. 6. 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 愛知県一宮市

7月19日(土) ～ 8月31日（日）
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月19日(土) ～ 8月31日（日）
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月19日(土) ～ 8月31日（日）
お問合せ先／0584-54-5531

夏の水物語
木曽三川公園センターHPは

「木曽三川公園」
で検索!

ご案内
と
お願い

2009 年から 2013 年までの 5 年間、毎年 7 月に岐阜県各務原市にある国指定重要有形民俗文化財「村国座」にて開催してきた「OUR FAVORITE THINGS」。今年 2014 年より各務原市
川島の「河川環境楽園」に会場を移して初の野外公演を行います。開催当日は、河川環境楽園自然発見館前芝生広場は有料エリアとなりご利用できません。ご理解とご協力お願いします。
開催日時：平成 26 年７月 13 日（日）　詳しくは http://www.ourfavoritethings.jp/ をご覧ください。

河川環境楽園夏フェスの開催河川環境楽園夏フェスの開催

100

夏の楽園祭
開催
期間 7/12 土 8/31 日

開催
場所 河川環境楽園〈 岐阜県各務原市 〉

主催 ： 河川環境楽園イベント実行委員会　　協賛 ：  岐阜県名産販売株式会社

雨天
中止

じゃぶじゃぶの河原でマスを手づかみ！
捕まえたマスはその場で、炭火で焼いて食べて
いただきます。

真夏に雪が降ってくる！
ミニスライダーコーナーも登場！
真夏に雪が降ってくる！
ミニスライダーコーナーも登場！

場 所 水園広場 参加費 無料
時 間 ①11：00～11：20

②13：00～13：20 
③15：00～15：20

お問合せ 自然発見館（0586-89-7022）

お問合せ 自然発見館（0586-89-7022）

お問合せ 自然発見館（0586-89-7022）

8/16 17土 日

真夏の雪遊び

木曽川水園
「幻の渓流スライダー」

を期間限定で開放！
水中に泳ぐアユも観察できるかも？

チャレンジ 渓流スライダー

場 所 木曽川水園 上流部（大滝の近くです）
参加費 100円（何度でも滑れます）
対 象 小学生以上 定 員 各回 先着30名（各日先着120名）

受 付 当日10：00より現地一斉受付時 間 ①10：45～ ②12：45～
③13：45～ ④14：45～

8/11 月 15 金

7/19
8/2 3

土

土

21月・祝

14 木 17 日日 9 10土 日 23 24土 日

7/19 土 8/31日 8/11 月 15 金

1回 ／約40分

雨天
中止

マスのつかみ取りマスのつかみ取り

じゃぶじゃぶの河原でマスを手づかみ！
捕まえたマスはその場で、炭火で焼いて食べて
いただきます。

オリジナルの釣竿でザリガニを釣り上げよう！
目指せザリガニキング！

ザリガニ釣りザリガニ釣り

オリジナルの釣竿でザリガニを釣り上げよう！
目指せザリガニキング！

野外映画会
「モンスター・
ユニバーシティ」

26日(土)
19:30～21:30

かわしま燦々夏まつりかわしま燦々夏まつり
さ ん   さ ん

7/26 土 27 日

26日は野外映画会「モンスター・ユニバーシティ」、
27日は伝統の「かわしま川まつり」などイベント盛りだくさん！！

お問合せ：川島地区まちづくりイベント実行委員会事務局
　　　　（各務原市役所ブランド創造課　058-383-9925）

かわしま
川まつり

27日（日）
昼やま15:00～15:30
宵やま19:10～20:15

27日（日）
昼やま15:00～15:30
宵やま19:10～20:15

場 所 木曽川水園 じゃぶじゃぶの河原
参加費 800円（2匹） 対 象 3歳以上小学生以下
定 員 各回先着50名（各日先着250名）
受 付 当日9：30より現地一斉受付
時 間 ① 10：00～ ②11：00～ ③12：00～ ④13：45～ ⑤14：45～

世界の昆虫と遊ぼう！
昆虫クイズに答えて昆虫カードをゲット！

昆虫ふれあいの森昆虫ふれあいの森
～めざせ昆虫博士～～めざせ昆虫博士～

世界の昆虫と遊ぼう！
昆虫クイズに答えて昆虫カードをゲット！
場 所 オアシスパーク　さかなの遊具横芝生広場

参加費 400円（6歳以下は保護者の方の同伴が必要　同伴者入場100円）
時 間 10：00～17：00

場 所 オアシスパーク　中央水路
参加費 300円（4歳以下は保護者の同伴必要）
時 間 10：00～17：00

の毎土日祝
および

7/19 土 8/31日

かわいい動物たちと仲良くなろう！えさやり体験もあるよ♪

ふれあい動物園ふれあい動物園

かわいい動物たちと仲良くなろう！えさやり体験もあるよ♪
場 所 オアシスパーク　ぐるり森横芝生広場

参加費 300円（小学生未満は保護者の方の同伴必要です。）
時 間 10：00～17：00

お問合せ オアシスパーク（0586-89-6766）

お問合せ オアシスパーク（0586-89-6766）

お問合せ オアシスパーク（0586-89-6766）

7/19 土 8/31日
雨天
中止

雨天
中止

雨天
中止

わくわく・ドキドキ・体験
がいっぱい !!

わくわく・ドキドキ・体験
がいっぱい !!

わくわく・ドキドキ・体験
がいっぱい !!

わくわく・ドキドキ・体験
がいっぱい !!夏の楽園は夏の楽園は

アクア・トト ぎふ 開館10周年
ありがとう！



期間 7/12 8/31 開催場所 自然発見館土 日

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てオ
リジナル小箱を作ります。

参加費：1,000 円より
　　　　（小箱 500 円）

選んで作ろう万華鏡
7/12（土）、8/9（土）

10：00 ～ 16：00

イラスト画を切り抜いて
立体カードを作ります。

参加費：300 円より

3Ｄカードを作ろう
7/22（火）、29（火）、8/19（火）、26（火）

10：30 ～ 15：00

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。

参加費：400 円より

簡単キラキラ小物を作ろう
7/27（日）、8/16（土）

10：00 ～ 15：00

精油を使ってクラフト作りを行い
ます。
＊虫よけスプレー・
　虫刺されクリーム・
　石けん等
参加費：500 円～

香りを楽しもう
7/31（木）、8/5（火）、30（土）

10：00 ～ 15：00

木や竹、木の実など自然素材を利
用して動物や昆虫、恐竜などを作
ります。

参加費：100 円より

よのさんの木工教室
8/6（水）

10：00 ～ 16：00

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。
参加費：700 円（発射台別）

定員：各回先着 15 名

的当てエアーロケット・ポケ丸製作教室
8/31（日）

①10：00 ～ ②11：00 ～ ③13：00 ～ ④14：00 ～ ⑤15：00 ～

カッターやハサミを使っ
て布切り絵をします。
参加費：400 円より

布切り絵体験教室
8/10（日）

10：00 ～ 15：30

季節の草花、野菜などをモチーフ
に身近なものを利用して絵手紙を
描きます。
＊暑中見舞い・手作り
うちわ・マイバック作り
・ホタテ貝に描いてみよう！
参加費：350 円より

はじめての絵手紙
7/27（日）、8/2（土）、3（日）

11：00 ～ 16：00

押し花やタイル、グラスアートを使った小
物作りやハンカチ染め体験をします。

参加費：250 円より

山の幸染め＆押し花＆グラスアート＆タイルクラフト体験教室
7/27（日）、8/3（日）、10（日）

10：00 ～ 16：00

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。
※夏休み期間中
　午前「からくり体操人形作り」
　限定 5 組 10：20 までに受付

参加費：300 円より

ろくさんのおもしろ工作
7/21（月・祝）～24（木）・26（土）、8/9（土）、16（土）～18（月）

10：30 ～ 15：00

プリザーブド加工の簡単な染色体験とプ
リザーブドフラワーを使ったアレンジ体
験をします。
※染色体験は事前予約

（℡0586-89-7022 自然発見館）
参加費：染色体験 1,500 円
アレンジ体験2,000円より（子供向け500円）

手作りプリザーブドフラワー体験教室
7/20（日）、8/10（日）

11：00 ～ 16：00

ミニ額やしおりなど、押し花
を使った可愛い小物作りをし
ます。

参加費：
200 円より

ミニ押し花の小物作り
7/19（土）、8/30（土）

10：00 ～ 15：00

なにを
つくろうかな

わくわく粘土・簡単コマ作り・折
り紙でパンダ作り・ホイップ飾り
などを行います。
参加費：400 円より

いろいろ体験
7/19（土）、26（土）、28（月）、29（火）、8/1（金）、3（日）、4（月）、
7（木）、11（月）、12（火）、17（日）、18（月）、21（木）～23（土）
10：00 ～ 15：00

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。
参加費：300 円（2 枚）

さいとうおじさんの手作り教室

7/15（火）～ 17（木）、22（火）、29（火）～ 31（木）、
8/5（火）、7（木）、12（火）、13（水）、19（火）～21（木）、
26（火）～ 28（木）キーホルダーなど焼き絵で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。
参加費：400 円より

【ウッドバーニング作品展】8/1（金）～ 31（日）
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
7/12（土）、16（水）、19（土）、22（火）、26（土）～31（木）、8/1（金）、3（日）、4（月）、
6（水）～ 9（土）、11（月）～ 18（月）、21（木）～ 31（日）
10：00 ～ 16：00（※夏休み以外の平日は 15 時まで）

自然発見館自然発見館いつでも参加
OK!!

いつでも参加
OK!!

私だけのポストカード作り

ＯＡＳＩＳ ＰＡＲＫＯＡＳＩＳ ＰＡＲＫ
オアシスパーク

ウォーターバルーンウォーターバルーン

新感覚、水上アトラクション！
直径2ｍのバルーンに入り、水の上をふわふわお散歩。

日　時：7/19（土）～ 8/31（日）の毎土日祝
 および 8/11（月）～ 15（金）

 10：00 ～ 17：00
場　所： オアシスパーク　大噴水池
参加費：800 円　対　象：3 歳以上
※荒天中止

公園内に散らばった謎を集めてアマゾンで見つかった謎の
生物をつきとめよう！！

日　時：7/19（土）～ 8/31（日）

 10：00 ～ 18：00
場　所： オアシスパーク　観覧車施設１階
 ハンターズギルドカウンター
参加費：600 円
　　　　（1 グループで参加可能）

新感覚、水上アトラクション！
直径2ｍのバルーンに入り、水の上をふわふわお散歩。

公園内に散らばった謎を集めてアマゾンで見つかった謎の
生物をつきとめよう！！

夏休み限
定

0586-89-6766
お問合せ先

0586-89-6766
オアシスパーク

牧成舎の
もなかアイス
牧成舎の
もなかアイス

305円

ミルクたっぷ
りのアイスを
一枚一枚手焼き
したパリッと香
ばしい「もなかの皮」
に包みました。新鮮な
生乳でできた牧成舎のアイスです。

長年愛されつづけている昔なつかしの味。
良質なチルドの国産豚肉だけを原材料と
して添加物を極力おさえた人気の手作り
ハムです。

明方ハム（400ｇ）明方ハム（400ｇ）

1080円

ハンターズギルド　オリジナルミッション登場！ハンターズギルド　オリジナルミッション登場！

岐阜県のおみやげならココ！　県内各地のおいしいものや名
産品を一堂に取り揃えています。
岐阜県のおみやげならココ！　県内各地のおいしいものや名
産品を一堂に取り揃えています。

昼と夜の生きものたちの様子を観察できるスペシャルプログラムです。

ドラム缶風呂、キャンプファイヤー、夜の虫探し探検など
楽しいプログラムが盛りだくさん！自然の中で仲間と協力し
考え、自ら行動。こんな体験こそ、子どもを大きく成長させる
チャンスです！

夏休みの家族の思い出づくりにキャンプをしよう。

河川環境楽園 のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ 情 報情 報情 報

川の楽校2014～昼と夜の生きものに会いにいこう～川の楽校2014～昼と夜の生きものに会いにいこう～ 事前
申込

わくわく楽園キャンプわくわく楽園キャンプ 事前
申込 楽園キッズキャンプ楽園キッズキャンプ 事前

申込

昼と夜の生きものたちの様子を観察できるスペシャルプログラムです。
日　　時：8月29日（金）13：30～8月30日（土）9：30
対　　象：小学生とその保護者（※幼児の参加は、安全管理上ご遠慮願います。）
定　　員：20名（先着順、最少催行人数10名）
申込締切：8月22日（金）正午まで
申込方法：電話にて申込（TEL：0586-89-7022／自然発見館）
参 加 費：大人9,500円　小学生7,000円（水族館年間パスポートをお持ちの方は1,000円引き）
キャンセル料：8月27日（水）より参加費の50％のキャンセル料がかかります。
持 ち 物：筆記用具、着替え（上下、靴）、ぬれてもよい靴（サンダルはご遠慮ください）、帽子、タオル、
　　　　　飲み物など暑さ対策ができるもの、雨具、虫除けスプレー、寝袋などの寝具、洗面道具、常備薬など
共　　催：世界淡水魚園水族館アクア・トト ぎふ、岐阜県水産研究所

夏休みの家族の思い出づくりにキャンプをしよう。

場　　所：自然発見館前芝生広場
参 加 費：大人4,000円、小中学生3,000円（幼児無料）
定　　員：限定20組、80人（応募者多数の場合は抽選になります）
　　　　　申込締切：7月26日（土） 
申込方法：電話またはwebでの申込　※お電話の場合登録用紙をお送りします。
　　　　　　（http://www.oasispark.co.jp、TEL：0586-89-6766／オアシスパーク）
持 ち 物：テント、寝袋などの寝具、洗面道具など
　　　　　テント、寝袋のレンタルもいたします。（テント1000円・寝袋500円）
　　　　　（食事および食器類は、ご用意いたします）

ドラム缶風呂、キャンプファイヤー、夜の虫探し探検など
楽しいプログラムが盛りだくさん！自然の中で仲間と協力し
考え、自ら行動。こんな体験こそ、子どもを大きく成長させる
チャンスです！
日　　時：① 7 月28日（月）12：30集合、29日（火）11：15解散
　　　　　② 8 月 8 日（金）12：30集合、 9 日（土）11：15解散　
集合場所：自然発見館東　休憩テント
参 加 費：9,000円
定　　員：各40人（応募者多数の場合は抽選になります）
そ の 他：テント、食事、飲み物はご用意いたします。
申込締切：①7月21日（月・祝）　②8月1日（金）
申込方法：電話またはwebでの申込　※お電話の場合登録用紙をお送りします。
　　　　　 （http://www.oasispark.co.jp、TEL：0586-89-6766／オアシスパーク）

8月29日（金）
13：30～22：00

魚トラップづくりと仕掛け
川の生きものさがしと観察
飼育スタッフと夕食
水族館ナイトツアー

8月30日（土）
6：45～9：30

魚トラップ確認と観察

8月2日（土）15：00～
8月3日（日）11：00

木曽川水園生き物探し
本格バーベキュー
星空観察会
早朝の川あそび

ファミリー対象 キッズ対象

日時日時
7月28日（月）・29日（火）
　　小学校1年～6年生対象

8月8日（金）・9日（土）
　　5才～小学校3年生対象

※雨天、増水時は別メニューとなります。

※荒天中止
※荒天中止

※お子さまのみの対象となります。

運営：一般社団法人自然大陸

11

22

活動
2日目

活動
1日目

水族館お泊りプログラム水族館お泊りプログラム

自然発見館・木曽川水園・かさだ広場

イベント情報イベント情報
自然発見館・木曽川水園・かさだ広場

熱気球に乗ってみよう！

日　時：8/24（日）、9/21（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
場　所：かさだ広場｠
受　付：往復はがきによる事前申込
定　員：各日 400 名（応募者多数の場合は抽選になります。）
参加費：1,000 円
応募資格：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。
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搭乗される方の氏名 / 年齢 /⑥電話番号 /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 11 日（月）　必着
　　　　9 月分は 9 月   9 日（火）　 必着

熱気球に乗ってみよう！
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？

ザリガニって、どんないきもの？
日　時：8/9（土）～ 8/17（日）（9 日間）
　　　　10：00 ～ 16：00
場　所：自然発見館体験工房｠
内　容：アメリカザリガニの体のつくりや生態、

とりまく環境についての紹介を行います。
　　　　指導員の解説によるアメリカザリガニふ

れあいコーナーもあります。

ザリガニって、どんないきもの？
自然発見館　夏の企画展

8 月 「ごへいもち」をつくろう（電話申込）

日　時：8/10 （日）　10：00 ～ 11：30
場　所：木曽川水園　農家
定　員：30 名
参加費：200 円 / 名
申　込：自然発見館 0586-89-7022

8 月 「ごへいもち」をつくろう（電話申込）
農体験イベント　農家の十二ケ月

木舟遊覧

日　時：毎日実施　10：00 ～ 12：00
　　　　　　　　　13：00 ～ 17：00※雨天中止
場　所：木曽川水園
料　金：大人 300 円（高校生以上）
　　　　小人 100 円（3 歳～中学生）※2 歳以下無料

木舟遊覧

昔ながらの農家で「ごへいもち」つくりを体験しましょう。

昔ながらの木舟に揺られて、水面からの風景を
楽しみましょう。

？



厚生病院
ピアゴ
江南

各務原大橋 愛岐大橋

思いやり橋河田橋

川島大橋

フラワーパーク江南前

犬山へ犬山へ

国道22号線へ

黒岩

182

184

183

156154
151 64

63
N

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：木曽川上流公園整備促進期成同盟会

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

・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「江南団地線」の「音楽寺」下車、徒歩約10分

〒483-8414 愛知県江南市小杁町一色

TEL0587-57-2240

●開園時間：［3月～11月］9:30～17:00 ［12月～2月］9:30～16:30
●休園日：毎月第2月曜日(第2月曜が祝祭日の場合はその翌日）及び12/31、1/1
●交通のご案内：

●入園料：無料
●駐車場：無料(約360台）

【お車で】

【電車で】

フラワーパーク江南フラワーパーク江南 夏の人気イベント今年も開催!!夏の人気イベント今年も開催!!

屋

内で
も涼
しく楽しもう！！

屋

内で
も涼
しく楽しもう！！

キ

ッズ
コー
ナーもあるよ！

キ

ッズ
コー
ナーもあるよ！

7/19（土）、20（日）、21（祝）
8/2（土）、3（日）、9（土）、10（日）、
16（土）、17（日）、23（土）、24（日）の11日間

7/19（土）、20（日）、21（祝）
8/2（土）、3（日）、9（土）、10（日）、
16（土）、17（日）、23（土）、24（日）の11日間
時間：①10：30～12：00 ②13：00～16：00
料金：無料  場所：空の庭（休憩所、反射池）
※天候により中止する場合があります。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。

時間：①10：30～12：00 ②13：00～16：00
料金：無料  場所：空の庭（休憩所、反射池）
※天候により中止する場合があります。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。

まだまだイベント盛りだくさん！つづきは うら面へ GO!!

日時：8/3（日） 10：00～12：00
料金：600円/1作品
場所：クリスタルフラワー1F
定員：先着30作品（小学1～6年生の親子対象）

日時：8/3（日） 14：00～16：00
料金：700円/1食
場所：クリスタルフラワー1F
定員：先着25食（小学1～6年生の親子対象）

日時：8/24（日） ①10：00～12：00 ②14：00～16：00
料金：700円/1作品
場所：クリスタルフラワー1F
定員：各回先着25作品（小学1～6年生の親子対象）

オリジナル蚊取り線香11

時間：10：00～12：00  料金：無料　
場所：クリスタルフラワー1F
定員：先着30名 （8/1より事前申し込み）

時間：10：00～11：00

時間：10：00～11：00
※連続講座のため2回参加が条件です。
※初回にお支払いいただきます。

バラ講座‘夏のバラ講座’
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。
講師：(株)花ごころ　バラ生産管理責任者
　　 村田　高広氏

8月27日（水） 料金：連続参加で2,000円
場所：コンポストセンター
定員：各回先着20名（7/19～8/2まで事前申し込み）
小学1年生～6年生の親子対象

ダンボールコンポストづくり～家で堆肥を作ろう～

堆肥を使ったイチゴの寄せ植え
8月9日（土）

10月13日（祝）

自然素材を使って、
蚊取り線香を作ろう！

ピカピカの光るドロ団子を
作ろう！

ハーブとヒマワリのピザづくり12
園内のハーブとヒマワリを
収穫してピザを作ろう！

ひかる泥団子作り13

事前申込
必 須

電話予約

■クリスタルフラワー

7/19より

夏
休
み
宿
題

対
策
教
室
！

夏ガーデン パーティ
ガーデン
 パーティのの

お花畑 見頃：７月末～８月上旬

自由研究

はこれで

バッチリ！

※8/11（月）は休園日

〜
9 ：30

17：00

9 ：30

17：00

土7.192014

日8.31
夏休み期間中（7/19～8/31）の土・日は19:00まで開園時間延長！

❶じゃぶじゃぶ池で
遊ぼう！

じゃぶじゃぶ池で

イベント期間中毎日

園内を探索してクイズに答えよう！参加者みんなにお花の種プレゼント！

料金：無料  場所：園内全域

　 夏の

クイズラリー

　 夏の

クイズラリー

6

芝生広場で水遊びし
よう！
※雨天中止
（クール・オアシス）（クール・オアシス）

　スプリンクラーで

水遊び！
　スプリンクラーで

水遊び！
7

（更衣室もあります
）

料金：無料  場所：クリスタルフラワー2F

❷
あおぞら宝探し！

木陰で❸
ミニふれあい動物園
木陰の休憩スペースで体感「マイナス5℃」！！
涼しい木陰コーナーで
アヒルやモルモットなどの
小動物とふれあおう！

当たりの石
を探したら

、

ポケットゲー
ムがもらえる

よ!当たりの石
を探したら

、

ポケットゲー
ムがもらえる

よ!

ひまわりの

小径を歩こ
う！

ひまわりの

小径を歩こ
う！

珍獣ア

ルマジロ

抱
っ
こ
体
験
！！

ア

ルマジロ

抱
っ
こ
体
験
！！

時間：10：00～15：00
料金：50円  
場所：園内南側の
　　　樹木の下エリア

時間：10：00～15：00
料金：50円  
場所：園内南側の
　　　樹木の下エリア

期間中毎日
料金：無料  
場所：園内南側の樹木

の

　　  下エリア

　 木陰で

休憩コーナー
　 木陰で

休憩コーナー
8

　 折り紙で　 折り紙で

完成させよう！完成させよう！

9
緑のカーテンを
緑のカーテンを

折り紙で朝顔や
ひょうたんなどを折って緑のカーテンをつくろう！イベント期間中毎日

緑 カ ー テ ンの

コンテストコンテスト

皆さんが大切に育てた自慢の「緑のカーテン」を公園で
紹介しませんか？人気投票で入賞すると、お花屋さんで
使えるギフト券等、素敵な賞品がもらえます！ 詳しくは
フラワーパーク江南のホームページをご覧ください。

第4回

料金：無料
場所：クリスタルフラワー2F参加者大募集！

～緑の力で地球を冷やそう！～

応募期間：7月19日（土）～8月20日（水）
展示期間：8月23日（土）～9月下旬（予定）
審査発表：9月上旬～下旬（予定）

出品者全員に

珍しい「つる植
物」の

種子をプレゼ
ント！

大人気！

緑の教室

７月26日（土） 14：00～14：30

ウメの栽培方法やウメジュース
の作り方、効能の説明を行い、
園内で採取したウメのジュース
を飲んでいただきます。

料金：無料  
場所：クリスタルフラワー1Ｆ
定員：先着30名（開始10分前より受付）

14　 夏バテ防止に

ウメジュースを
飲もう！

　 夏バテ防止に

ウメジュースを
飲もう！

8月10日（日）11：00～13：00 食べられる花などを薬味に、
地元のソーメンをご賞味ください。料金：無料  場所：クリスタルフラワー1Ｆ

定員：先着100名（当日受付10：40～整理券配布）

ふれあい
まつりわんこソーメン大会わんこソーメン大会10

テディベアテディベア

レモンエクレアレモンエクレア

モネモネ

ゴッホゴッホ

ゴッホやモネの絵画に描かれたヒマワリを
イメージした品種や、テディベアなど珍しい品種の
ヒマワリが15品種、3,000本あります。

きもち
い～い！

きもち
い～い！

フラワーパーク江南 友の会協力

大人のための平日講座 環境学習講座  ★連続講座

木陰の休憩スペース
で

体感「マイナス5℃」！！

ルビールビー

15 16

花の江南花の江南

期間中土日祝
10：00～・11：00～
14：00～・15：00～
約4回(1回5分程度)
料金：無料  場所：芝生広

場他

◎移動動物園・アクティブ 竹内勝貴
　豊川市御津町西方源農66-1/動物取扱業の種別：展示/登録番号：動東第183号
　登録年月日：平成18年11月9日/有効期限の末日：平成28年11月8日/動物取扱業責任者：竹内勝貴

※雨天中止

記念撮影珍しい動物と❹
8月17日（日）8月17日（日）

展示した
写真のパネルを
後日プレゼント!

千本引き（空くじなし）に
挑戦できます!!

さらにさらに

時間：①10：00～ ②11：00～ ③12：00～
　　　  ④13：00～ ⑤14：00～
料金：100円  
場所：芝生広場
定員：各回先着20名（10分前より受付）

時間：①10：00～ ②11：00～ ③12：00～
　　　  ④13：00～ ⑤14：00～
料金：100円  
場所：芝生広場
定員：各回先着20名（10分前より受付）

参加者
大募集！　 ひまわり

思い出写真展
　 ひまわり

思い出写真展
５

募集期間：７月26日(土)～8月10日（日）
展示期間：8月16日（土）～8月31日（日）
出品作品：2Ｌ版以内予定（お一人様１作品まで）
料金：無料  場所：クリスタルフラワー1Ｆ
募集人数：50名様（50作品）

時間：①11：00～ ②13：00～ ③14：00～
料金：100円  場所：空の庭（休憩所、反射池）
定員：各回先着50名 （3歳以上小学生以下対象） 

時間：①11：00～ ②13：00～ ③14：00～
料金：100円  場所：空の庭（休憩所、反射池）
定員：各回先着50名 （3歳以上小学生以下対象） 

7/26（土）、27（日）、8/30（土）、31（日）7/26（土）、27（日）、8/30（土）、31（日）

イラストの描いた石を探して宝をゲット！
参加するとガチャガチャも回せるよ！

8月17日（日）8月17日（日）
※雨天中止



土7.19 日8.31
9 ：30～17：00

夏休み期間中（7/19～8/31）の土・日は19:00まで開園時間延長！夏休み期間中（7/19～8/31）の土・日は19:00まで開園時間延長！

※8/11（月）は休園日※8/11（月）は休園日

◎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。
※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。

夏 ガーデンパーティガーデンパーティのの

7月 8月

19
（土）
20
（日）
21
（祝）
26
（土）
27
（日）

2
（土）

3
（日）

9
（土）
10
（日）
16
（土）
17
（日）
23
（土）
24
（日）
30
（土）
31
（日）

フ
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主
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●17しそジュースを飲もう 時間：11：00～(10：45～整理券配布)　料金：無料
●場所：クリスタルフラワー セミナーワークショップ室

園内の市民花壇の赤じそで作ったジュースを試飲していただきます。 定員：先着100名

●18花の種プレゼント 受付時間：9：30～　料金：無料
●場所：クリスタルフラワー入口

ボランティアが採取した種をプレゼントします。定員：先着100名（無くなり次第終了）

●19子供の縁日 時間：13：30～15：00（受付時間）
● ●料金：無料　

ヨーヨー釣り、どんぐりゲームなどで遊ぼう。 場所：園内

●20皿回し大会 時間：14：00～16：00（7/1～事前予約）
●料金：無料　場所：園内

皿回しの時間を競争します。 定員：低学年の部、高学年の部、一般の部 各20名

●21冷やし甘酒のサービス 時間：各日11：00～　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

冷えた甘酒を飲もう! 定員：先着100名（無くなり次第終了）

●22スターツリー観察会 時間：各日10：00～12：00
●料金：無料　場所：園内

園内にある将来スターになりそうな木を観察しよう! 定員：先着20名

●23自然工作教室 時間：各日10：00～15：30（8月2日、3日は午前のみ）
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●料金：100円～/作品

自然にある木材やどんぐりなどを素材とした工作教室を行います。場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

●24フラワーガイドの園芸教室 時間：10：00～12：00　
●料金：無料

秋野菜について 場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

●25自然観察会 時間：各日10：00～12：00（各月の1日～事前予約）
● ●料金：100 円／名（保険料）

水辺を観察します。 場所：河川敷

●26クリスタル教室 時間：各日10：00～12：00　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

ペットボトルに寄せ植えを行います。 定員：先着20名(事前申し込み7/1より電話予約)

●27和菓子教室 時間：①10：00～12：00②13：30～15：30　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

夏の和菓子を作って味わおう! 定員：各回先着20名(各月の1日より事前予約)

市
民
の
み
な
さ
ん
が
つ
く
る
イ
ベ
ン
ト

●28 誰でもできるウッドバーニング教室 時間：各日10：00～15：30　料金：キーホルダー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

木の板に電気ペンで絵を描き、キーホルダーやペンダントを作ります。実施者：ウッドバーニング　さくらんぼ

●29 3Dカード教室 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

イラストを切り抜いて立体的なカードを作ります。 実施者：デコグラフ工房

●30手作りプリザーブドバイオフラワー 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

枯れない花「プリザーブドバイオフラワー」を使ってアレンジメントを作ります。実施者：アトリエkei

●31レジンクラフト体験教室 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

液体樹脂に花や貝を閉じ込めてキーホルダーやペンダントを作ります。実施者：レジンクラフトダブルローズ

●32まゆ人形づくり 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

まゆを使って動物や人形作りを行います。 実施者：まゆを楽しむ会

●33さいとうおじさんの工作教室 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

はがきに季節の草花を描いて絵手紙をつくります。 実施者：斉藤征史

●34ミニ押し花の小物作り 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

押し花を使ってしおりや額を作ります。 実施者：稲葉けい子

●35グラスアート体験 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

アクリル小物にリード線と特殊フィルムで好きな柄をデザインします。 実施者：ヨーロピアンRACフラワー

●36五感セラピーアートの世界～万華鏡作り～ 時間：10：00～15：00　料金：400円～
8/28
（月）場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

好きな色のビーズを選んで自分だけの万華鏡を作ります。実施者：貝瀬昭子

●37英国式カラーセラピー 時間：各日10:00～15:00　料金：2,000円
場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

選んだ4本のボトルが本当の美しさや、持って生まれた天分などを教えてくれます。 実施者：宮本ちさと

●38布切り絵の会 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

様々な種類の布を組み合わせて作品を作ります。 実施者：伊藤泰弘

●39はじめての伊勢型紙教室 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

歴史ある伊勢型紙を体験していただきます。 実施者：伊勢型紙同好会

●40スクラップブッキング体験 時間：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

お気に入りの写真をデコレーションしてカードなどを作っていただきます。 実施者：クリエイティブメモリーズ（杉山万裕子）

●41 ローズ鈴木のやさしいフィットネス体操 時間：13：30～15：00　料金：無料
場所：園内芝生広場横デッキ

五感で楽しむ“パークフィットネス”を体感! 実施者：健康支援ローズ・リボン（鈴木浩樹） ※雨天決行

●42生活に役立つアロマ教室 時間：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

アロマを使って入浴剤やルームスプレーを作っていただきます。実施者：Ｎatsumi（原田菜津美）

  楽しいイベントが盛りだくさんっ！！

ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
！

7/23
（水）

8/4
（月）

7/22
（火）

7/24
（木）

7/23
（水）

8/19
（火）

7/29
（火）

7/31
（木）

7/31
（木）

8/5
（火）

8/7
（木）

8/14
（木）

8/21
（木）

8/28
（木）

8/12
（火）

8/14
（木）

8/19
（火）

8/21
（木）

8/26
（火）

8/28
（木）

8/8
（金）

8/22
（金）

8/29
（金）

8/20
（水）

8/6
（水）

8/27
（水）

8/12
（火）

8/15
（金）

小豆きんとん 水まんじゅう

8/12日（火）・14日（木）・15日（金）

7/30
（水）

▲

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？
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