
 
令和 元 年 9 月 4 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川下流河川事務所 
 

アクアワールド水郷パークセンター 

「ハロウィーンパーティー2019」を開催します！ 
 

 「ハロウィーン」をテーマに会場全体を彩り、仮装の衣装貸出や仮装行列・仮装コンテ

スト・ステージイベントやマルシェ、ハンドメイド市、アートやクラフト体験教室などみ

んなでイベントを盛り上げます。 

10 月 19 日（土）・20 日（日）は海津アクアマルシェ＆ハンドメイド市も同時開催いた

します。 

 

 ☆各種ステージイベント 

10/5、6、13、14 には市民の皆さまによる色々なステージイベントを開催いたします。 

・10/5（二胡演奏会）、 

・10/6（リズム新体操ステージ） 

・10/13、14（バンド演奏） 

 
☆海津アクアマルシェ＆ハンドメイド市 
10 月 19 日(土)・20 日（日）は海津アクアマルシェ＆ハンドメイド市を開催します。 

海津市のここでしか食べられないメニューが沢山並びます。また市民による手作り作品

のハンドメイド市も同時開催いたします。 

  

☆ハロウィーン仮装行列、仮装コンテスト 
10 月 26 日(土)・27 日(日)は仮装行列、仮装コンテストを行います。 

仮装行列行進時間 11：３0～12：00 

仮装コンテスト実施時間 14：00～14：30 
 
☆パークパートナー体験イベント 
10 月 5 日（土）～10 月 2７日（日）の土・日曜日・祝日 10：00～16：00 

  秋をテーマにしたオリジナル作品つくりが楽しめます。 
 

■日  時：2019 年 10 月 5 日(土)～10 月 27 日(日) ※期間中の土・日・祝 

       ※開園時間 9：30～17：00 

■場   所：国営木曽三川公園 アクアワールド水郷パークセンター（岐阜県海津市海津町福江） 

■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】 木曽三川公園管理センター アクアワールド水郷パークセンター 

●イベント内容に関する問い合わせ先 

アクアワールド水郷パークセンター   築地、柳澤 

〒503-0625 岐阜県海津市海津町福江 566 

Ｔｅｌ：0584-53-7200 Ｆａｘ：0584-54-5022 

●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://kisosansenkoen.jp/~aqua/ 

木曽三川公園センター 



協力：パークパートナー団体　他
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海津アクアマルシェ

10月19・20日を除く

令和元年１０/5● ➡27●土 日 までの期間中、土日祝（計10日間）
 １０：００～１６：００
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手づくり体験カフェ
パークセンター

～地元の食材を使った食文化の発信～



　

場所/園内各所
時間/１０：００～１６：００
出店者数/９５団体（予定）

なりきりハロウィーン

～地元の食材を使った食文化の発信～

令和元年１０/5● ➡27●土 日 までの期間中、土日祝
 １０：００～１６：００
 

１０/5● ➡27●土 日

１０/13●日

１０/19●・20●土 日

１０/26●・27●土 日

20192019

手づくり体験カフェ
パークセンター

期間中、土日祝（10/19・20を除く）

衣装貸出会場/ホールロビー
参 加 費/無料
参加方法/当日随時受付（各日先着５０名）
貸出時間/１０：００～１５：３０ 
              ※受付は１５：００まで

会場内で誰もが利用できるハウィーン
の衣装の貸出を行います。

場　所/ホール前広場
整理券配布/１２：００～１３：３０
参加者集合/１３：５０～
コンテスト（ステージ披露）/
               １４：００～１４：２０
参加費/無料
表   彰/１４：３０～

場　所/ホール前広場
整理券配布/１２：００～１３：３０
参加者集合/１３：５０～
コンテスト（ステージ披露）/
               １４：００～１４：２０
参加費/無料
表   彰/１４：３０～
ハロウィーン恒例の仮装コンテストを開催。参加者
はステージでの衣装発表を行い、審査員及び会場か
らの投票で各賞を決定。入賞者には景品のプレゼン
トがあります。

集合場所/ホール前広場
参加費/無料
開催時間/１１：３０～
協力/石山保育園
       （演技指導）

集合場所/ホール前広場
参加費/無料
開催時間/１１：３０～
協力/石山保育園
       （演技指導）

受付/レストハウス
時間/１０：００～１６：００
        （受付は終了３０分前まで）
参加費/実費程度（１００円～３００円）
参加方法/当日随時受付
協力/パークパートナー　じいじ・ばあば倶楽部

受付/レストハウス
時間/１０：００～１６：００
        （受付は終了３０分前まで）
参加費/実費程度（１００円～３００円）
参加方法/当日随時受付
協力/パークパートナー　じいじ・ばあば倶楽部

開催時間 /１２：００～
受　　付 /ホール前
　　　　　当日受付
プレゼントは先勝５０名
参加費無料

開催時間 /１２：００～
受　　付 /ホール前
　　　　　当日受付
プレゼントは先勝５０名
参加費無料

開催時間 /１２：００～
       ※なくなり次第終了
受      付 / ホール前広場
先着５０名　当日受付　
参加費３００円

開催時間 /１２：００～
       ※なくなり次第終了
受      付 / ホール前広場
先着５０名　当日受付　
参加費３００円

開催時間 /９：３０～　
受      付 / ホール前広場
定      員 / 各日先着１００人×２日
当日受付　参加費６００円

開催時間 /９：３０～　
受      付 / ホール前広場
定      員 / 各日先着１００人×２日
当日受付　参加費６００円

水郷地域ならではの伝統食や「地元の食材」を使った、おじい
ちゃん、おばあちゃんの知恵がいきづく「昔ながらの食」を味
わいながら、食にまつわる思い出話しに花を咲かせましょう。

園内を仮装してパレードします。園内でも
衣装の貸出を行い、どなたでも参加できる
ようにします。

コンサート・ステージイベント
10/5（土）
二胡
演奏会

千本くじ

かいづっちとのじゃんけん大会メダカすくい

海津アクアマルシェ パークセンターハンドメイド市
2019 秋 

海津アクアマルシェライブコンサート
海津アクアマルシェ ライブコンサート 　タイムスケジュール

13：00～ 場所/ホール
協力/胡博会ほのか 10/6（日）

ワイワイ楽しく
「リズム新体操」
発表会

11：00～

場所/ホール前広場
協力/サークルリズム新体操

引き換え会場/インフォメーション前 テント
開催時間/11：00～16：00（12：30～13：30を除く）
定員/300名 ※先着順（商品の数に限りがある為）

じゃんけんで勝ったら粗品を
プレゼント。
海津市のマスコットキャラクター
「かいづっち」が登場します！

元気なにじます
の摑み取り体験
を行います。

10/12（土）
Let’s sing♪♪コンサート

水郷地域ならではの味にこだわった、ここでしか食べられない
メニューが並びます。当日はコンサートやパフォーマンス、じゃんけん
大会などのミニイベントも開催します。

場所/ホール前 
※雨天時はホールで開催します
協力/精義フォークソング

10/13（日）
オールディーズライブ
場所/ホール前広場
　　  ※雨天時はホール内
協力/ザ・シニアズ

10/14（月・祝）

世界の不思議な
楽器で遊ぼう
      （ライブ付き）

13：00～ 15：00～ 各1時間
11：00～ 13：00～
       各1時間

10：00～　12：00～

場所/ホール前広場
        ※雨天時は屋内を予定
協力/ＮＰＯぎふ音楽クラブ
　　  人生劇場

引き当てた番号の賞品が当たります。

場所/ホール前広場　 時間/10：00～16：00
共催/海津アクアマルシェ実行委員会
後援/海津市

観覧無料

○小澤淳也
　ライブステージ

出演：津軽三味線奏者
小澤淳也

○和太鼓演奏　陽華
出演：和太鼓演奏　陽華

秋の陽気な気候とギター
の調べにのせて心温まる
歌を弾き語りで届けます。

出演：ギター弾き語り
阿部静華

○オータム
      コンサート

ハロウィーン
仮装コンテスト

ハロウィーン
仮装行列

にじます摑み取り体験イベント

１０：３０～１１：00
１１：00～１１：３０
１１：３０～１2：00
１２：００～１２：４５
１３：００～１３：４５
１４：００～１4：3０
１4：3０～１5：3０

10/19（SAT）
オータムコンサート

フラダンスパフォーマンス
あいさんハウス岐阜

かいづっちじゃんけん大会
小澤淳也ライブステージ（津軽三味線）

オータムコンサート

10/20（SUN）
オータムコンサート
和太鼓演奏　陽華
よさこい演舞

かいづっちじゃんけん大会
Yamie’S（ヤミーズ）
よさこい演舞

オータムコンサート

アクアワールド水郷パークセンターアクアワールド水郷パークセンター

自然体験
木の実でつくろう！
　　 ハロウィン飾り

場　 所/ホール前広場
時　 間/１３：３０～
定　 員/２０名
参加費/１００円

１０/5● ➡6●
           計２回

土 日

同時
開催

三角くじ
 で運試し!
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