
 
 

 
平成 27 年 7 月 8 日 

国土交通省中部地方整備局 

木 曽 川 下 流 河 川 事 務 所 
 

夏休みは木曽三川公園へ！ 

「夏の水物語～木曽三川の涼感～」開催！ 
 

国営木曽三川公園・木曽三川公園センター（岐阜県海津市）では、「夏の水物語～

木曽三川の涼感～」を開催します。 

今年は、小さいお子様が暑い夏でもゆっくり遊べるよう、室内に巨大ダンボール製

のＵＦＯ型滑り台を設置し、更に人気のダンボール迷路をはじめ、全てがダンボール

で作られた「ダンボールステーション」を設置します。土日には、『イルミネーション

タイム』として室内を暗くして、音と光で宇宙空間を演出します。また例年同様、小

さいお子様向けの水遊び場には、無料で使用できる水遊び道具やスプリンクラーを設

置します。木陰では、好評のハンモックでくつろいで頂けます。 

ご多忙とは存じますが、是非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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日  時：平成 27 年 7 月 18 日(土)～平成 27 年 8 月 31 日(月) 

       ※ 開園時間 9：30～18：00 

■場  所：国営木曽三川公園  木曽三川公園センター （岐阜県海津市海津町油島） 

■添付資料：チラシ 

■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 

【主 催】 中央水郷地区センターイベント実行委員会 

●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 企画業務課  和田、小島 

〒503-0625 岐阜県海津市海津町油島 255-3 

Ｔｅｌ：0584-54-5531 Ｆａｘ：0584-54-5533 

●国営公園に関するお問い合わせ先 

木曽川下流河川事務所 河川公園課長 大矢 

Ｔｅｌ：0594-24-5719  FAX：0594-24-5726  

ホームページアドレス http://www. kisosansenkoen.jp/ 

 

木曽三川公園センター 

指令① 指令③ 



（岐阜県海津市海津町）

http://www.kisosansenkoen.jp/

会場／国営 木曽三川公園・木曽三川公園センター
お問い合わせ／木曽三川公園管理センター　岐阜県海津市海津町油島255-3 TEL.0584-54-5531

水と宇宙で楽しく涼もう!!

開園時間9：30〜18：00

7/18 8/8/31土 月
今年も水遊びができるよ!

今年も水遊びができるよ!

乗って 遊べ
る！

乗って 遊べ
る！

語物
宇宙

巨大U
FOで宇

宙旅行？

巨大U
FOで宇

宙旅行？

巨大UFO滑り台がやってくる！
巨大UFO滑り台がやってくる！

目で見て、手
で触って、

全身で楽しも
う！

銀河鉄道を
冒険だ！
銀河鉄道を
冒険だ！



輝くUFOが暗闇に浮かび、
宇宙旅行の気分が味わえます。

キラキラしたイルミネーションで
宇宙空間を演出します。

HPは
木曽三川公園
で検索！

・名神高速道路「大垣I.C.」より国道258号を南下約40分
・名古屋方面から／東名阪自動車道「弥富I.C.」より約15分・
  「長島I.C.」より約10分
・岐阜方面から／長良川右岸を南下し約50分
・四日市方面から／東名阪自動車道「桑名東I.C.」より約15分

アクセス案内

ご利用案内

●お車利用の場合

●入園料／無料

・養老鉄道「多度駅」から約3km・「弥富駅」より約7.5km
・名鉄尾西線「佐屋駅」から約4.5km
・養老鉄道「石津駅」より海津市コミュニティバス「木曽三川公園」下車

・天候及び主催者の都合によりイベント内容・時間の変更または中止することがございます。※写真はすべてイメージです。
当イベントは、公益財団法人木曽三川水源地域対策基金の上下流事業助成金を受けて、実施しています。

●鉄道利用の場合

※但し、水と緑の館・展望タワーは有料となります

●駐車料／無料

●水と緑の館・展望タワー入館料

（第1P：1100台・第2P：140台）

一　般
おとな
620円

こども（小・中学生）
300円

6,200円 3,000円

500円
240円
180円

団体
20名以上

80名以上
（小・中学生）

回数券

開園時間 9：30～18：00

7/18土

8/318/31月

巨大UFO滑り台がやってくる！

さらに!

室内で
涼めます!

場所：北ゾーン芝生広場

※写真は全てイメージです。※写真は全てイメージです。

ひまわり物語

熱帯スイレンガーデン
ノンアルコールもあります！

見たこともないひまわりに出会えるかも…

エアコンの効いた涼しい室内で、
ダンボールに触れて、乗って、楽しめる！

世界の名画にも登場する
ユニークで元気溢れる30品
種ひまわりとキバナコスモス
がお楽しみいただけます。
是非お立ち寄りください！

スイレンや夏花に囲まれて、
美味しく冷えたノンアルコール
ビールで乾杯！ 真夏にうれしい
グルメも用意しています！
雨の日も大屋根下でお楽しみ
いただけます！
※ソフトドリンク・アルコールもあります。

わくわく体験まつり
ハスの見頃▶6月下旬から8月下旬

熱気球体験搭乗会カルチャ
ー

ビレッジ

パーク

センター

問い合わせ先：パークセンター ☎0584-53-7200

8月2日（日）・9日（日）・16日（日）・23日（日）
13:00～（約30分）
各回20名

：
：
：

◯日　　時
◯時　　間
◯定　　員

自然体験「ハスの葉っぱで遊ぼう★象鼻杯体験★」

問い合わせ先：カルチャービレッジ  ☎0594-41-1151

思いっきり園内で遊んだ後は
ハンモックでひとやすみしませんか？

生花のように生き生きしたプリザーブドフラワーのアレン
ジと夏にぴったりのグラスアート体験を行います。

よく飛ぶ紙ヒコーキの製作と実際に
飛ばす体験を行います。

万華鏡作り、バッチ作り、小箱作りを行います。※雨天中止

※雨天中止

竹を使った水鉄砲づくり。懐かしいおもちゃを
親子で作れば、楽しさ2倍です。今年の夏休み
の大切な思い出にしませんか？

焼きごてを使って作るウッドバーニングを気軽に体験できます。
ハンモック

グラスアート＆
プリザーブドフラワー体験

竹の水鉄砲づくり

紙ヒコーキ教室

ウッドバーニング体験教室

ミラーを選ぶ万華鏡

実施日：期間中毎日
場　所：北ゾーン芝生広場北側
設置数：ハンモック（5基）

実施日：8月8日（土）・9日（日）
時　間：10：00～15：00（なくなり次第終了）
参加費：300円

実施日：7月19日（日）・20日（月・祝）・26日（日）・8月2日（日）・9日（日）
23日（日）・30日（日）

時　間：10：00～16：00（受付は15：30まで）
参加費：400円・500円
定　員：なし

定　員：50人／日
場　所：水遊び場
主　催：千本松原に集う会

実施日：7月26日（日）・8月23日（日）
時　間：10：00～12：00
参加費：100円～

定　員：50人／日
場　所：管理棟1F入り口
主　催：紙ヒコーキを飛ばす会愛知

実施日：7月18日（土）・8月15日（土）・16日（日）
時　間：10：00～16：00（受付は15：30まで）
参加費：万華鏡 1,000円～

場　所：水と緑の館　無料スペース
主　催：ミラーを選ぶ万華鏡

小　箱 500円
バッチ 200円

実施日：7月19日（日）・8月23日（日）
時　間：10：00～16：00（受付は15：30まで）
場　所：水と緑の館 無料スペース
主　催：ヨーロピアンRACフラワー

参加費：グラスアート
500円～
プリザーブドフラワー
1,000円～

場　所：水と緑の館　無料スペース
主　催：堀江クラフト

無料

無料

宇宙

期間中
毎日開催

無料

ストロー代わりに茎を使い、
ハスの葉に注いだ飲み物を飲みます。

アクアワールド水郷パーク

センターの夏のおすすめ

「UFO滑り台」「スペーストレイン」
など楽しい遊具が室内一杯に
広がります。人気のダンボール迷路も
バージョンを変えて登場します。
ご家族揃って楽しめます。

期間中土・日のみ開催!
気分は宇宙旅行！

イルミネーションタイム

◯場　　所
◯開 催 日
◯定　　員
◯時　　間
◯参加資格
◯参 加 費

8月9日（日）・15日（土）・16日（日）・23日（日）・30日（日）
各日300名（往復はがきで事前申込）（要予約）
6：00～9：00（強風・雨天中止）
4歳以上（小学生以下の方は、保護者も同乗）
一人1,000円　

：
：
：
：
：
：

カルチャービレッジ（三重県桑名市長島町）

11:00～、13:00～、15:00～土・日のみ

参加費無料!


