
 
 

 
平成 29 年 7 月 7 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川下流河川事務所 
 

国営木曽三川公園『夏の水物語』を開催！ 
 

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」を開催

します。 

 熱帯性スイレン（３２品種 37 株）やヒマワリや温帯性スイレン等をイベント期間

中に楽しんでいただくことが出来ます。 

また、園内では「ミスト迷路」や花壇に作成する「ひまわり迷路」、屋内での「ダンボー

ル迷路」の 3 つの迷路を楽しむことができます。 

その他、カブトムシの展示や水遊び場（親水施設）ではミストを設置し、水鉄砲などの

水遊び玩具で遊んでいただくこともできます。 

 

イベント情報 

●ミスト迷路 

霧状の水に濡れながら楽しめる迷路です。 

・実施日： 7 月 15 日（土）～8 月 27 日（日） ・時 間：11：00～16：30 

・場 所：南ゾーン 

 

●熱帯性スイレン展 

・実施日： 7 月 22 日（土）～8 月 31 日（木） ・時 間：9：30～18：00 

・場 所：北ゾーン 三川池付近 

●世界のカブトムシ展 

・実施日： 7 月 22 日（土）～8 月 6 日（日）  ・時 間：9：30～18：00 

・場 所：水と緑の館 

  

●竹の水鉄砲づくり 
竹を使った水鉄砲を親子で制作します。 

・実施日：8 月 5 日（土）・6 日（日） 
・時 間：10：00～15：00（なくなり次第終了） 
・場 所：水遊び場  ・定 員：50 人／日  ・参加費：３00 円  
・主 催：千本松原に集う会 

 

■日  時：平成 29 年 7 月 15 日(土)～平成 29 年 8 月 31 日(木) 

       ※ 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、本多、若林 

〒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 福澤 

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 



木曽三川公園センター（岐阜県海津市）

主　　催／国営木曽三川公園中央水郷地区センターイベント実行委員会
　　　　　構成団体／海津市、桑名市、愛西市、国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所、木曽三川公園管理センター

facebook

公式HPはコチラ▶
木曽三川公園 検索

お問合せ／国営木曽三川公園 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
※小雨決行いたします。大雨及び雷等の注意報・警報発令により中止することがあります。あらかじめご了承ください。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助成を受けて、実施しています。 はコチラ▶

http://www.kisosansenkoen.jp/

おかげさまで

30周年

温帯性スイレンにはない花色や形の熱帯性
スイレンを 32 品種展示し、透明感のある
花色で涼しさを演出します。

雨天
中止

雨天
中止

雨天
中止

雨天
中止

7月22日土～8月31日木

7月中旬～ 8月中旬7月中旬～ 8月中旬
（花の生育状況により変動）
※生育状況はHP等でご確認ください。

8 月 13日日　
水屋付近
11：00～／ 14：00～
（スイカがなくなり次第終了）
参加料：無料

7 月 22日土
　～ 8月 6日日
9：30～ 18：00
水と緑の館
観覧無料
協　力：高原寛徳氏

8 月 20日日　
10：30～ 14：30
集　合：管理センター 2 階会議室
参加料：1,000 円
定　員：10名　※予約優先
講　師：加藤宣幸氏

7 月 15日土
　～ 8月 27日日
11：00～ 16：30
南ゾーン

NEW!

NEW!

▼
開催期間開催期間
2017 8/31木7/15 土

期間中無休期間中無休

無料大駐車場完備
入園無料

※花の開花状況はHP等でご確認ください。

芝生広場北側

期間中毎日実施

期間中毎日実施

期間中毎日実施

大ホール

北ゾーン 三川池付近

北ゾーン
親水施設

SUMMER  WATER’S  STORY  2017

9:30～18:009:30～18:00

NEW!
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（7：00～19：00）

○実施日：期間中毎日
○時　間：9：30～18：00
○場　所：北ゾーン 親水施設

◆ウッドバーニング
　体験教室
○実施日：7月15日(土)、16日(日)、
　　　　　8月  5日(土)、12日(土)、
　　　　　　  13日(日)、26日(土)、
　　　　　　  27日(日)
○時　間：10：00～16：00
　　　　　（受付は15：30まで）
○場　所：水と緑の館 イベントスペース
　　　　　（7/16は大ホール）
○定　員：なし
○参加料：400円・500円
○主　催：堀江クラフト

◆書の展示
○実施日：7月15日(土)～8月31日(木)
○場　所：水と緑の館　展示スペース
○観覧料：無料
○主　催：玉井ひろみつ

◆3D立体カード体験
○実施日：8月11日(金祝)、19日(土)、
　　　　　　  20日(日)
○時　間：10：00～16：00
○場　所：水と緑の館 イベントスペース
○参加料： 400円～
〇主　催：デコグラフ工房

◆ミラーを選ぶ万華鏡
○実施日：7月16日(日)、30日(日)、
　　　　　8月14日(月)、15日(火)、
　　　　　　　 20日(日)
○時　間：10：00～16：00
　　　　　（受付は15：30まで）
○場　所：水と緑の館 イベントスペース
○参加料： 万華鏡1000円～、
　　　　　　小箱500円
○主　催：ミラーを選ぶ万華鏡 ◆創作紙人＆木工細工形展示

○実施日：8月3日(木)～8月31日(木)
○場　所：水と緑の館　展示スペース
○観覧料：無料
○主　催：創作和紙細工　紙楽

◆プリザーブドフラワー
　＆グラスアート体験
○実施日：7月16日(日)、7月17日(月祝)
○時　間：10：00～16：00
　　　　（受付は15：30まで）
○場　所：水と緑の館 イベントスペース
○参加料：プリザーブドフラワー／1000円～
　　　　　グラスアート／500円～
〇主　催：ヨーロピアンＲＡＣフラワー

◆紙ヒコーキ教室
○実施日：７月２3日(日)・８月２7日(日)
○時　間：10：00～12：00
○定　員：50人／日
○場　所：管理棟1階エントランス
○参加料：１００円～
○主　催：木曽三川 紙ヒコーキの会

◆竹の水鉄砲づくり
○実施日：8月5日(土)・6日(日)
○時　間：10：00～15：00
　　　　　（なくなり次第終了）
○場　所：水遊び場
○定　員：50人/日　○参加料：３00円
○主　催：千本松原に集う会

車でのアクセス
・岐阜方面から長良川右岸を南下し約50分
・名古屋方面から東名阪自動車道弥富ICより約15分
・四日市方面から東名阪自動車道桑名東ICより約15分
・名神高速道路大垣ICより国道258号を南下約40分

最寄の駅
・養老鉄道　多度駅から約3.5キロ
・名鉄尾西線　佐屋駅から約4.7キロ
・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 

アクセス案内

ご利用案内
入園料／無料
（ただし、水と緑の館・展望タワーは有料）
駐車場／無料
（第1P／1,100台　第2P／131台）
水と緑の館・展望タワー入館料

620円

500円

6,200円

300円
240円
180円
3,000円

おとな こども（小・中学生）
一　　　　般

団 

体 80名以上（こどものみ）
20名以上

回数券（11枚綴り）

木曽三川公園センター（岐阜県海津市）

▼ 8/31木7/15 土

2017

9:30～18:009:30～18:00

親水施設
「水あそびコーナー」
親水施設
「水あそびコーナー」
竹の水鉄砲や玩具等で自由に水遊
びを楽もう。よしずやミストがとっ
ても涼しいよ。

竹の水鉄砲や玩具等で自由に水遊
びを楽もう。よしずやミストがとっ
ても涼しいよ。 ○実施日：7月15日(土)～

　　　　　　8月27日(日)
○時　間：11：00～16：30
○場　所：南ゾーン
○参加料：無料

ミスト迷路ミスト迷路

ミストがふりそそぐ迷路で
水に濡れながら遊ぼう！
ミストがふりそそぐ迷路で
水に濡れながら遊ぼう！

○実施日：期間中毎日
○時　間：9：30～18：00
○場　所：大ホール
○参加料：無料

ダンボール迷路ダンボール迷路
涼しい屋内のダンボール迷
路で遊ぼう！
涼しい屋内のダンボール迷
路で遊ぼう！

花の写真講座「熱帯性スイレン編」花の写真講座「熱帯性スイレン編」

○実施日：7月22日(土)～8月6日(日)
○時　間：9：30～18：00　
○場　所：水と緑の館　　○観覧料：無料
○協　力：高原寛徳氏

世界のカブトムシ展世界のカブトムシ展

○実施日： 8月13日(日)
○時　間：11：00～／14：00～（スイカがなくなり次第終了）
○場　所：水屋付近　　○参加料：無料

○実施日：8月20日(日)
○時　間：10：30～14：30
○集　合：管理センター 2階会議室
○参加料：1,000円
○定　員：10名　※予約優先
○講　師：加藤宣幸氏

スイカ割りスイカ割り○実施日：期間中毎日
○時　間：9：30～18：00
○場　所：芝生広場北側

木陰の
ハンモックコーナー
木陰の
ハンモックコーナー
北ゾーン芝生広場北側のハンモッ
クでゆっくりと休んでください。
北ゾーン芝生広場北側のハンモッ
クでゆっくりと休んでください。

雨天中止

趣味の園芸テキストで活躍中の加
藤宣幸氏を講師に迎え、花の写真の
撮り方などを学びましょう！

趣味の園芸テキストで活躍中の加
藤宣幸氏を講師に迎え、花の写真の
撮り方などを学びましょう！

世界のカブトムシの標本や成体を展示します。世界のカブトムシの標本や成体を展示します。

体験イベント体験イベント

雨天中止

雨天中止

雨天中止

イベントイベント

雨天中止

雨天中止

雨天中止

雨天中止

雨天中止

雨天中止

580円（税込）

◆氷パフェ
　抹茶

580円（税込）

480円（税込）各750円（税込）

氷パフェ氷パフェ

熱帯性スイレン展熱帯性スイレン展
北ゾーン　
三川池付近
北ゾーン　
三川池付近

温帯性スイレンにはない花色や形の
熱帯性スイレンを32品種展示しま
す。夏から秋にかけて咲き、透明感の
ある花色で涼しさを演出します。

温帯性スイレンにはない花色や形の
熱帯性スイレンを32品種展示しま
す。夏から秋にかけて咲き、透明感の
ある花色で涼しさを演出します。

ヒマワリヒマワリ
北ゾーン花絵花壇
芝生広場花壇
北ゾーン花絵花壇
芝生広場花壇

世界の名画に登場するヒマワリをモ
チーフとした品種ゴッホやモネ、マテ
ィスなど多品種ひまわりで夏らしさ
を演出します。花絵花壇では「ひまわ
り迷路」も楽しめます。

世界の名画に登場するヒマワリをモ
チーフとした品種ゴッホやモネ、マテ
ィスなど多品種ひまわりで夏らしさ
を演出します。花絵花壇では「ひまわ
り迷路」も楽しめます。

3色彩り
カレーフェア
3色彩り
カレーフェア

◆完熟トマトのレッドカレー
◆濃厚バターイエローカレー
◆スパイシーブラックカレー

◆完熟トマトのレッドカレー
◆濃厚バターイエローカレー
◆スパイシーブラックカレー

◆氷パフェ
　マンゴー
◆氷パフェ
　マンゴー

◆氷パフェ
　ベリーミックス
◆氷パフェ
　ベリーミックス

SUMMER WATER’S STORY 2017

NEW!
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