
 
 

 
平成 29 年 8 月 30 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『秋の花物語』を開催！ 
 

10月に開園30周年を迎える国営木曽三川公園・木曽三川公園センター（岐阜県海津市）

では、「秋の花物語」を開催します。 

 桃色だけではなく黄色のコスモスを含め 14 品種約 30 万本のコスモスを 

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、手作り作品を集めた「ハンドメイド市」や「バルーンドレスＳＨＯＷ」、 

「エグスプロージョンスペシャルステージ」など様々なイベントを実施いたします。 

 

  

イベント情報 
●バルーンドレスＳＨＯＷ＆音楽ステージ 
 コスモス畑を舞台にバルーンドレスのファッションショーや音楽のステージを実施。 
  9/30（土） 11：30～13：00 / 13：30～15：00 
●ハンドメイド市等 
 ◆木曽三川わんこマルシェ ※雨天中止 
  10/1（日） 10：00～16：00 
 ◆木曽三川 秋のハンドメイド市  ※雨天中止 
  10/7（土）・10/8（日） 10：00～16：00 
●国営木曽三川公園センター開園 30 周年記念式典 
  10/7（土） 式典 13：00～14：00 
  10/7（土）水と緑の館と展望タワーを１日無料、ゆるキャラ撮影会等を実施。 

●エグスプロージョンスペシャルステージ 

「本能寺の変」を始めとする踊る授業シリーズでヒットした、ストリートダンサー 

ライブを実施。 

   10/15（日） 14：00～15：00 

 ●わっしょい太鼓祭 

  「和の精神-こころ-」を育む新しい祭として始まり、世代間をこえる交流の祭です。 
  10/22（日） 10：00～16：30 
 
 

■日  時：平成 29 年 9 月 16 日(土)～平成 29 年 11 月 5 日(日) 

       ※ 開園時間 9：30～17：00 10 月 10 日（火）は休園日 

■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、津島記者会 

 

【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 
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木曽三川秋のハンドメイド市
時間：10:00～16:00
場所：北ゾーン 特設テント他

10. 15 ㊐“エグスプロージョン”スペシャルステージ
レディオキューブFM三重公開録音
時間：14:00〜15:00　／　場所：南ゾーン ステージ
協力：FM三重

10. 22 ㊐ わっしょい太鼓祭
時間：9:30～16:30
場所：南ゾーン ステージ他
主催：わっしょい太鼓祭実行委員会
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 「かいけつゾロリ」30周年記念作品
「映画かいけつゾロリ ＺＺ（ダブルゼット）のひみつ」
 キャラクター探しイベント
時間：9:30～17:00　／　場所：園内　／　協賛：イオンシネマ名古屋茶屋

木曽三川公園センター（岐阜県海津市）

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

　　　　　TEL0584-54-5531
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
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9. 30 ㊏ バルーンドレスＳＨＯＷ  2017
時間：11:30～13:00　／　13:30～15:00
場所：北ゾーン大花壇

10. 1 ㊐ 木曽三川わんこマルシェ
時間：10:00～16:00
場所：北ゾーン 特設テント他

開園時間

木曽三川公園

※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。※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。

※写真はイメージです。

※雨天時は大屋根下

観覧無料

※雨天順延
（10/9㊊㊗に延期になります）

※雨天中止

国営木曽三川公園センター 開園30周年記念式典
10.7㊏ 時  間 13:00～14:00 場  所 南ゾーン ステージ

 ※水と緑の館・展望タワー  入館料無料（13:30〜14:30は除く）
 　　　　　　・12:15～／14:45～ ジャズコンサート　／　 ・14:15～ 太鼓演奏
　　　　　　　出演：木曽三川公園30周年記念バンド　　　　　 出演：平田千代保太鼓保存会

海津市内保育園児による
和太鼓演奏 歌・踊りの披露13:00～ 14:15～「かいづっち」「あいさいさん」「ゆめはまちゃん」

「ままずくん」合同撮影会

CBA世界公認
バルーンアーティスト
山下郁子（ふみこ）氏
2017年にバルーンアート世界大
会1位を受賞、バルーンドレス国
内大会で2連覇。

同時開催

※小雨決行

※雨天中止

観覧無料

10.10㊋は休園日

MILLEA Snafkins

11月25日
㊏

全国ロー
ドショー！

Ⓒ2017 原ゆたか／ポプラ社,
映画かいけつゾロリ製作委員会

AUTUMN  FLOWER'S  STORY  2017



長良川
揖斐川

油島大橋東
長良川大橋西

長良川大橋

油島大橋

P

PP

詳細MAP

木曽三川公園
センター

身障者優先駐車場

←至 
多度

至 愛西→

至大垣I.C

福岡大橋

野
駒

道の駅
「月見の里 南濃」

石津
海津橋

道
鉄
老
養

川
斐
揖

医師会病院

立田大橋
佐屋

線
西
尾
鉄
名

愛西市
消防本部

輪中の郷 弥富I.C

屋
古
名
至

長島I.C

大桑クリニック
多度

桑名東I.C

桑名I.C

至四日市

伊勢大橋

尾張大橋

海津温泉
川
良
長

海津市歴史
民俗資料館

東海大橋

川
曽
木

津島

洲
清
至

馬飼大橋

至一宮

法立東

佐屋南

柚井

258

155

1

155

258

近鉄名古屋線

東名阪自動車道

N
JR関西本線

桑名

長島

弥富

津島南濃線

北方多度線

国道1号線下り方向、伊勢大橋
「中堤入口」信号は右折禁止です。
（7：00～19：00）

長良川
大橋
長良川
大橋

油島大橋油島大橋

盤若谷

木曽三川公園
センター

※イベント実施につきましては、主催者側の都合で中止、または延期させていただく場合がありますので、ご了承ください。※写真はイメージです。

■水と緑の館・展望タワー入館料

・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

お車利用の場合

最寄り駅より
・養老鉄道「多度駅」から約3.5km
・名鉄尾西線「佐屋駅」から約4.7km
・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

おとな

一　般 620円 300円

500円
240円

180円

6,200円 3,000円

団体

回数券（11枚綴り）

20名以上

80名以上
（こどものみ）

こども
（小・中学生）

ご利用案内

入園料 無料

無料駐車場

※但し、水と緑の館・展望タワーは
　有料となります。

（第1P：1,100台・第2P：131台）

展望タワーが目印！！

木曽三川公園センター（岐阜県海津市）

9月16日（土）▶11月5日（日）9：30～17：00 【10月10日（火）は休園日】

kisogawa marche ※雨天中止
実施日  11月11日(土)、12日(日)　時　間  10：00～16：00
場　所  北ゾーン 特設テント他　主　催  kisogawa marche　協　力  木曽三川公園管理センター

国営木曽三川公園センター
開園30周年記念式典

「秋の花」写真コンテスト
実施日  
応募期間……9月16日(土)～10月29日(日)
展示期間……11月11日(土)～12月3日(日)
場　所  園内　参加料  無料

バルーンドレスSHOW  2017

海津交通安全フェスタ 
実施日  9月23日(土祝)
時　間  10：00～16：00　場　所  南ゾーン
主　催  海津地区交通安全協会・海津市・海津警察署
協　力  木曽三川公園管理センター

米フェス ※雨天中止 
実施日  11月3日(金祝)　時　間  10：00～16：00
場　所  北ゾーン 特設テント他
主　催  米フェス実行委員会
協　力  木曽三川公園管理センター

書の展示
実施日  9月16日(土)～11月5日(日)
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

キラキラクラフト体験 ※雨天中止
実施日  9月24日(日)、10月9日(月祝)、29日(日)
時　間  10：00～15：30（受付終了）
場　所  水と緑の館 イベントスペース　定　員  なし
参加料  キーホルダー 400円、
　　　 ペンダント 500円、写真立 700円
主　催  堀江クラフト

実施日  10月7日(土)
時　間  13：00～14：00
場　所  南ゾーン ステージ

実施日  9月30日(土)～11月5日(日)
時　間  9：30～17：00　場　所  園内
協　賛  イオンシネマ名古屋茶屋

竹細工展示
実施日  9月16日（土）～
　　　　　  9月29日（金）
場　所  水と緑の館
　　　 展示スペース
参加費  無料　主　催  阿部正夫

ゆびキャラアートによる
似顔絵ぬり絵教室 ※雨天中止
実施日  10月1日（日）、22日（日）、
　　　 11月5日（日）
時　間  10：00～15：30（受付終了）
場　所  水と緑の館 イベントスペース
定　員  なし　参加料  500円
主　催  似顔絵ポケット

むかし遊び体験 ※雨天中止 
実施日  9月16日(土)～
　　　 11月5日(日)
時　間  開園時間中
場　所  北ゾーン 芝生広場　参加料  無料

プリザーブドフラワー＆
グラスアート体験 ※雨天中止
実施日  9月16日(土)、18日(月祝)
時　間  10：00～15：30（受付終了）
場　所  水と緑の館 イベントスペース
定　員  なし
参加料  プリザーブドフラワー1000円～、
　　　 グラスアート 500円～

選んで作ろう万華鏡 ※雨天中止
実施日  9月17日(日)、24日(日)、
　　　 10月8日(日)、15日(日)、22日(日)
時　間  10：00～15：30（受付終了）
場　所  水と緑の館 イベントスペース
定　員  なし
参加料  万華鏡 1000円～、小箱 500円
主　催  ミラーを選ぶ万華鏡

実施日  9月30日(土)　時　間  11：30～13：00/13：30～15：00
場　所  北ゾーン 大花壇  ※雨天時は大屋根下　観覧料  無料
協　力  株式会社ニコフィーバルーンパーク
　　　 山下郁子（ふみこ）氏

①9月16日(土)：クラウン じ～にょ ・18日(月祝)：クラウン 潤
　クラウンによるパフォーマンスショー。
②9月17日(日)：大道芸人 ぼびー
　パントマイム、ジャグリングなど汗をかきながら躍動感のあるパフォーマンス。
③9月24日(日)： L'unité huit（テルやん＆みずき）
　パントマイムのテルやんと、バルーンアートのみずきのストーリー仕立てのコメディショー。

ストリートパフォーマンスショー
実施日  9月16日(土)、17日(日)、18日(月祝)、24日(日)
時　間  12：00～ / 14：00～
場　所  グリーンデッキ ※雨天時は大屋根下　観覧料  無料

竹馬づくり体験※雨天中止
実施日  10月8日(日)
　　　  9日(月祝)
時　間  10：00～16：00
場　所  北ゾーン 芝生広場テント
定　員  各日先着50名
参加料  500円
主　催  千本松原に集う会

立体カードづくり ※雨天中止
実施日  9月17日(日)、30日(土)
時　間  10：00～15：30（受付終了）
場　所  水と緑の館
　　　 イベントスペース
定　員  なし　参加料  300円～
主　催  デコグラフ工房

わっしょい太鼓祭 ※小雨決行
実施日  10月22日(日)　時　間  9：30～16：30
場　所  南ゾーン ステージ他
観覧費  無料
主　催  わっしょい太鼓祭実行委員会

市 民 イ ベ ン ト

木曽三川わんこマルシェ 
実施日  10月1日(日)【※雨天順延10月9日（月祝）】
時　間  10：00～16：00
場　所  北ゾーン 特設テント他
主　催  木曽三川わんこマルシェ
　　　　実行委員会
協　力  木曽三川公園管理センター

木曽三川 ※雨天中止

秋のハンドメイド市
実施日  10月7日(土)、8日(日)
時　間  10：00～16：00
場　所  北ゾーン
　　　　特設テント他

FREE BIRD ※雨天中止
ミュージック・フェスティバル
実施日  11月3日(金祝)
時　間  11：00～16：00
場　所  南ゾーン ステージ　観覧費  無料

“エグスプロージョン”スペシャルステージ
（レディオキューブFM三重公開録音）
実施日  10月15日(日)　時　間  14：00～15：00
場　所  南ゾーン ステージ　観覧料  無料
出　演  エグスプロージョン　協　力  FＭ三重

Ⓒ2017 原ゆたか／ポプラ社,
映画かいけつゾロリ製作委員会

海津市内保育園児による
和太鼓演奏 歌・踊りの披露

13:00～ 14:15～
「かいづっち」「あいさいさん」
「ゆめはまちゃん」「ままずくん」合同撮影会

同
時
開
催

※雨天中止

ウッドバーニング体験教室 ※雨天中止
実施日  9月16日(土)、17日(日)、23日(土祝)、24日(日)、10月1日(日)、8日(日)、
　　　 9日(月祝)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、28日(土)、29日(日)、11月3日(金祝)、5日(日)
時　間  10：00～15：30（受付終了） 　場　所  水と緑の館 イベントスペース
定　員  なし　参加料  キーホルダー400円・ペンダント500円　主　催  堀江クラフト

 ※水と緑の館・展望タワー  入館料無料（13:30～14:30は除く）
 　　　・12:15～／14:45～　ジャズコンサート
　　　　　　　　 出演：木曽三川公園30周年記念バンド
　　　・14:15～  太鼓演奏
　　　　　　　　 出演：平田千代保太鼓保存会

ウッドバーニング展示
実施日  10月3日（火）～11月5日（日）
場　所  水と緑の館
　　　 展示スペース
参加費  無料
主　催  堀江クラフト

紙ヒコーキ教室 ※雨天中止
実施日  9月24日(日)
　　　  10月22日(日)
時　間  10：00～12：00
場　所  南ゾーン
定　員  50名
参加料  100円～
主　催  紙ヒコーキを飛ばす会 愛知

「かいけつゾロリ」30周年記念作品
「映画かいけつゾロリ  ＺＺ（ダブルゼット）のひみつ」

キャラクター探しイベント

14品種、
30万本の
コスモス畑!


	●イベント内容に関する問い合わせ先
	〒503-0625　岐阜県海津市海津町油島255-3
	Ｔｅｌ：0584-54-5531　Ｆａｘ：0584-54-5533



