
 

平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ９ 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 
 

国営木曽三川公園 秋のイベントを開催します！ 
～お花とイベントが盛りだくさん！みなさまのご来園お待ちしております～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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、花村  Ｔｅｌ：0586-51-7105  

・河川環境楽園    担当：高橋、関原  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、永野 

Ｔｅｌ：058-251-1379  FAX：058-251-1564 

木曽三川公園管理センター 

●オータムフェスタ● 

期間：平成２７年９月１９日（土）～平成２７年１１月３日（祝） 

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） 

 

●秋の楽園祭● 

期間：平成２７年９月１２日（土）～平成２７年１１月３日（祝） 

場所：河川環境楽園（岐阜県各務原市川島笠田町） 

 

●秋のガーデンパーティ● 

期間：期間：平成２７年９月１９日（土）～平成２７年１１月３日（祝）

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
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いっしき

）

※写真は昨年のものです。

秋の楽園祭 秋のガーデンパーティ オータムフェスタ 







●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！
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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

2015. 9. 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
国営木曽三川公園
その他の公園イベント 愛知県一宮市

9/19（土）～11/3（火・祝）
お問合せ先／0586-51-7105

オータムフェスタ
138タワーパーク

愛知県江南市
9/19（土）～11/3（火・祝）
お問合せ先／0587-57-2240

秋のガーデンパーティ
フラワーパーク江南

岐阜県海津市
9/12（土）～11/3（火・祝）
お問合せ先／0584-54-5531

秋の花物語
木曽三川公園センターHPは

「木曽三川公園」
で検索!

各施設のご案内 ※開園・開館時間、休園・休館日は 9 ～ 10 月の情報です。

［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 ～ 22：00
  ●東口・西口駐車場／ 8：30 ～17：00
  ●かさだ広場駐車場／ 8：30 ～17：00

アクア・トト ぎふ

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

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 ～ 22：00

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 ～ 17：00

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

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

休園・休館日 9/14（月）、10/13（火）

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

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 （土日祝日は18：00まで）※入館は閉館の1時間前まで

［インフォメーション 9：30～18：00］

世界淡水魚園水族館

※かさだ広場 9：30 ～ 17：00

ハガキ
申込

ハガキ
申込

平成27年10月10日（土）▶11月15日（日）

オリエンテーリング体験会オリエンテーリング体験会
自然いっぱいのフィールドで、
オリエンテーリングを楽しもう！
初心者コース・チャレンジコースの2コースがあるよ！
日　時：10月24日（土）・25日（日）
 10：00～14：30　※小雨決行
場　所：かさだ広場
協　力：岐阜県オリエ

ンテーリング
協会

定　員：初心者コース
／各日100名

 チャレンジコース
 ／各日50名
受　付：当日受付

大玉で遊ぼう！大玉で遊ぼう！
日　時：10月10日（土）～11月6日（金）
 10：00～16：00　
 ※雨天および強風時中止
場　所：かさだ広場

竹の王国で遊ぼう！竹の王国で遊ぼう！
竹馬・竹ぽっくりコーナー、竹細工村など、竹を使った遊び場
「竹の王国」で遊ぼう！
日　時：10月17日（土）・18日（日）10：00～16：00
 ※小雨決行
場　所：かさだ広場
協　力：NPO法人竹林救援隊

熱気球に乗ってみよう！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？
日　時：10月4日（日）7：00～11：00（受付時間6：30～9：00）
 11月8日（日）7：00～11：00（受付時間6：30～9：00）
 12月6日（日）7：30～11：30（受付時間7：00～9：00）
 ※4m以上の風速時及び雨天時は中止
場　所：かさだ広場
対　象：4才以上 ※小学生以下の方は必ず保護者と一緒にご搭乗願います。
定　員：各日400名（応募者多数の場合は抽選）
受　付：往復はがきによる事前申込（1組様1通のみ）
参加費：1,000円

FC岐阜親子サッカー教室FC岐阜親子サッカー教室
FC岐阜の協力により、遊びの要素を交えたサッカー
教室を開催します。FC岐阜の選手も来るよ！
日　時：10月18日（日）14：00～15：30
 （受付13：30～14：00） ※小雨決行
場　所：かさだ広場
協　力：（株）岐阜フットボールクラブ
対　象：小学生（1年～2年）の親子
定　員：50組100名
 （事前申込・応募者多数の場合は抽選）
受　付：往復はがきによる事前申込（1組様1通のみ）
持ち物：サッカーボール

■応募方法
往復はがきに①郵便番号②住所③参加親子のお名前④学年⑤性別⑥電話番号⑦返信はがきに

「郵便番号・住所・氏名」を記入の上、下記までお送りください。
■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

「FC岐阜親子サッカー教室」係
■締切　9月30日（水）必着

■応募方法
往復はがきに①搭乗希望日②郵便番号③住所④代表者の氏名・年齢⑤電話番号⑥搭乗され
る方の氏名・年齢⑦返信はがきに「郵便番号・住所・氏名」を記入の上、下記までお送りください。
■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
10月分は9月19日（土）必着／11月分は10月26日（月）必着／12月分は11月21日（土）必着

「わくわく自転車」に乗ろう！「わくわく自転車」に乗ろう！
日　時：9月19日（土）～23日（水・祝）、27日（日）

10月4日（日）、11日（日）、12日（月・祝）、
18日（日）、25日（日）
10：00～17：00（受付16：30まで）

 ※雨天中止
場　所：かさだ広場
受　付：当日受付
参加費：2～3人乗り/500円、
 4～5人乗り/800円（各30分）

かさだ
広場

がりがりコプター
10時～16時（最終受付15時）
がりがりこすればプロペラが回ります。
数量限定10作品　参加費300円

カチカチ鉄砲
10時～16時（最終受付15時）
回転させると音が出ます。
数量限定10作品　参加費300円

竹飯づくり
11時～12時（集合時間11時厳守）
竹の器でご飯を作ります。
数量限定10節　参加費1節500円

電話
申込

体験メニュー
無料無料

無料無料

無料無料

第70回
全国レクリエーション大会

in 岐阜
プレ大会

0586-89-7022お問合わせ先自然発見館

秋のアウトドアフェスティバル



自然発見館自然発見館いつでも参加
OK!!

いつでも参加
OK!! 9/12 11/30期間 自然発見館開催場所土 月 0586-89-7022

問い合わせ先

よのさんの木工教室

木や竹、木の実など自然素材を利用し
て動物や昆虫を作ります。

参加費
100円より

9/19（土）、10/17（土）、11/21（土）
10：00～16：00

ウッドバーニング作品展   ＊観覧無料
11/1（日）～30日（月）自然発見館内通路　

誰でもできるウッドバーニング

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

 9/12（土）、19（土）、21（月・祝）～23（水・祝）、26（土）、27（日）
10/3（土）、4（日）、10（土）～12（月・祝）、24（土）、25（日）、31（土）
11/1（日）、3日（火・祝）、7（土）、8（日）、14（土）、21（土）～23（月・祝）、
28（土）、29（日）
及び毎週水曜日10：00～16：00（平日は15：00まで）

ろくさんのおもしろ工作

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。
※木でつくる首長竜
（材料がなくなり次第終了）

参加費
300円より

 9/12（土）、13（日）、26（土）、27（日）
10/10（土）～12（月・祝）
11/22（日）、23（月・祝）、28（土）、
29（日）
10：30～15：00

わくわく粘土・輪ゴムで飛ばす紙ひこうき・
ホイップ飾りなどを
行います。

参加費
400円より

9/12（土）、10/3（土）、12（月・祝）、24（土）
11/14（土）、11/21（土）～23（月・祝）、
28（土）
10：00～15：00

いろいろ
体験

何をつくろう
かな

選んで作ろう万華鏡

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
したり、ホログラムプレートに飾り
付けをしてストラップを作ります。

参加費
1,000円より
（小箱500円・ストラップ300円）

9/12（土）、10/17（土）、11/28（土）
10：00～16：00

的当てエアーロケット・
ポケ丸製作教室

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

9/13（日）、10/17（土）、11/1（日）
①10：00～　②11：00～　③13：00～
④14：00～　⑤15：00～

やきもの体験教室

9月：マグカップ　10月：筆立て　
11月：ランプシェード

参加費
1,200円

9/19（土）、10/17（土）、11/21（土）
13：00～15：00

定　員
先着20名

お絵描き工作教室＆
絵手紙

季節に応じて身近なものを利用したお絵描き
工作や絵手紙をつくります。
＊石に描いてみましょう
＊新聞紙で作るマイバック
＊からくり絵手紙（六角形）
＊年賀状（11月～）

参加費
350円より

 9/20（日）、27（日）、
10/4（日）、25（日）、
11/1（日）、22（日）
11：00～16：00

作って遊ぼう！
紙工作

コマや季節の折り紙などを
作って遊びます。

参加費
100円より　
※子どもは無料

 9/21（月・祝）～23（水・祝）、
10/4（日）、10（土）、25（日）、
11/3（火・祝）、14（土）、29（日）
10：00～15：00

簡単キラキラ
小物を作ろう

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

 9/21（月・祝）、22（火）、
10/18（日）、25（日）、
11/1（日）、15（日）　　
10：00～15：00

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

タイルクラフトや押し花・
グラスアートを使った小
物作り、ハンカチ染め
体験をします。

参加費
250円より

 9/21（月・祝）～23（水・祝）、27（日）、
10/4（日）、12（月・祝）
11/8（日）、23（月・祝）
10：00～16：00

3Dカードを作ろう

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

10/3（土）、11/7（土）
10：30～15：00

アートの世界
万華鏡づくり

中に入れるビーズを選んで
万華鏡を作り、選んだ色に
ついてアドバイスします。

参加費
400円

10/3（土）、11/7（土）
10：00～15：00

手作りプリザーブド
バイオフラワー体験教室

プリザーブドフラワーを使ったアレ
ンジ体験とプリザーブド加工の簡
単な染色体験。
※染色体験は事前予約
（℡0586-89-7022　自然発見館）

要事前予約　℡（0586）89-7022　
※作陶後は主催者側で仕上げまでの工程を行う
ため、出来上がりは約1ケ月後の予定。

染色体験1,500円　アレンジ体験1,000円より

9/13（日）、10/11（日）、11/8（日）
11：00～16：00

布切り絵＆
折り鶴体験教室

カッターやハサミを使って簡単な
布の切り絵と寿折り鶴やポケット付
折り鶴を作ります。

参加費 参加費
400円より

9/13（日）、10/11（日）、11/8（日）
10：00～15：30

参加費
300円（2枚）

 9/15（火）、17（木）、24（木）、29（火）、30（水）
10/1（木）、6（火）～8（木）、14（水）、15（木）、
20（火）～22（木）、27（火）～29（木）
11/3（火・祝）、5（木）、10（火）～12（木）、
17（火）～19（木）、24（火）、26（木）
10：30～15：00

さいとうおじさんの仲間達作品展  ＊観覧無料
10/6（火）～29日（木）自然発見館内通路　

さいとうおじさんの手作り教室
私だけのポストカード作り

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。

川島水墨画
教室作品展
9/5（土）～10/2（金）
自然発見館内通路　
　　　　　＊観覧無料

OASIS PARK オアシスパーク 0586-89-6766お問合わせ先

オアシスパークオアシスパークオアシスパークオアシスパーク

はいはいレース

レースレース

日　時

場　所
協　力
定　員 参加費

電話
申込

電話
申込

一日館長になって
みませんか？
一日館長になって
みませんか？

ミナモ感謝祭ミナモ感謝祭

テーマ水槽テーマ水槽

リニューアルオープン！リニューアルオープン！
農家の十二ケ月

楽園市民ジャズフェスティバル

木舟遊覧

9月27日（日）
10：00～12：00
木曽川水園 農家
あゆみの会
20名

日　時

場　所
協　力

「十五夜のお供え物」をつくろう
昔ながらの農家で「十五夜の
お供え物」をつくりましょう。

市民のみなさんによるジャズ演奏会を開催します。
竹の楽器作り体験もあるよ！

日　時

場　所
参加費

毎日　10：00～12：00／13：00～17：00
（平日は11：00～）　※雨天中止
木曽川水園
大人（高校生以上）300円
小人（3歳～中学生）100円（2歳以下無料）

木舟に乗って水面の景色を楽しもう。

日　時

場　所
定　員
参加費

11月7日（土）
①10：00～12：00 ②13：00～15：00
木曽川水園 南の畑（受付は自然発見館）
各回20名
1人200円

「秋の味覚　焼き芋」をつくろう
たき火でさつまいもを焼きましょう。

日　時

場　所

定　員
協　力

参加費

10月10日（土）・11日（日）
10：00～15：00
木曽川水園 農家
あゆみの会
各日50名（当日受付）
1人前300円

農家の食べもの「松笠ぼち」をつくろう
昔なつかしいおやつ「松笠ぼち」をつくりま
しょう。

親子でチャレンジ
船頭体験

1回目10：00～10：30
2回目11：00～11：30
3回目13：00～13：30
4回目14：00～14：30
5回目15：00～15：30
大人（高校生以上）500円
小人（3歳～中学生）300円
　※保険代含む
小学生以上の親子
　※幼児も乗船できます
各回1組

9月

10月

11月

観覧
無料
観覧
無料

0586-89-7022お問合わせ先自然発見館

※雨天決行

開催場所

受　　付
時　間

場　所

対　象

参加費

参加資格

木曽川水園・自然発見館

秋 のおすすめ情報秋 のおすすめ情報

特

別

企

画

家族で船頭さんに
挑戦しよう！
日　時

定　員

参加費

対　象

10月24日（土）　※雨天中止

10月25日（日）
10：00～15：00　※小雨決行
木曽川水園農家・水園広場
EEネット発見館

0586-89-8200お問合せ先ホームページ http：//aquatotto.com アクアトト 検 索検 索

館長になりきって、
水族館のお仕事を体験！
熱意あるご応募をお待ちしております。

オイカワ、ウグイ、
カワムツなど木曽
三川で見られる魚
たちが、いきいきと
泳ぎます！

楽しみながら学
べるミニ研究室！
生き物の質問も
聞くことができ
ますよ。

銀色に輝く
シルバーウィーク

対　　象

応募方法

期間

開催日時 11/23（月・祝）　10：00～15：00

小学4～6年生　1名（保護者同伴）
※応募内容を確認の上、選考させていただきます。

下記内容をご記入の上ハガキまたはHPから
応募（11/3まで）

・参加者および保護者の氏名・年齢（学年）・郵便番号・
住所・電話番号

・館長をやってみたい理由

おさかなふれあいプールおさかなふれあいプール

オアシスホイール 敬老の日優待オアシスホイール 敬老の日優待

トト・ラボトト・ラボ
10 17 土

10 11 土

9：30 ～
中央噴水広場
未歩行の赤ちゃん

ぶーぶー
　　　レース

開催場所

受　　付

参加資格

10 25 日
9：30 ～
水園広場
2 歳

三輪車レース

開催場所

受　　付

参加資格

開催日

開催日

13：30 ～
水園広場
3 歳～ 5 歳

かたかたレース

開催場所

受　　付

参加資格

イベントプログラム

10 18 日
9：30 ～
中央噴水広場
2 歳未満

ミナモが誕生して今年で 7 年目。ミ
ナモから岐阜県の皆さま、ファンの
みなさまへ感謝の気持ちを込めたイ
ベントを開催。ご家族そろってお越
しください！

無料無料
要事前
予約
要事前
予約

要事前
予約
要事前
予約

無料無料

予約方法予約方法
●HP 専用フォーム
●FAX
●郵送

9/7（月）9：30
　　　　  より受付

55ラーメン55ラーメン

カワシマキッチンカワシマキッチン
と

タイアップメニュー！

カワシマ55
台湾まぜそば（追い飯付）

9/1（火）～9/27（日）

ハロウィン水槽

期間
9/29（火）
　～11/1（日）

エサ代 100円
※なくなり次第終了

1人前300円

大人気イベント秋も開催！元気なお子さま大募集！
一生懸命頑張る子どもたちをみんなで応援しよう！

980円980円
9/12（土）・13（日）

ミナモスペシャルステージ（10：00 ～／ 14：00 ～）
大抽選会（11：00 ～／ 15：00 ～）
おともだちキャラ参加ステージ（13：00 ～／ 14：30 ～）

親子で楽しめる、
クラフト＆食育体験
木のおもちゃ作り＆パンケーキ
づくり＆はちみつしぼり体験

11：00 ～ 15：00
（10：30 受付）

中央噴水広場

５歳～小学生とその保護者

子ども　3,000 円
大人　　 1,000 円

時　間

場　所

対　象

参加費

10 31 土
ハロウィンキャンドル＆
アウトドアスイーツ＆
簡単ピザづくり

11：00 ～ 15：00
（10：30 受付）

中央噴水広場

５歳～小学生とその保護者

65 歳以上の方を含む
1 グループ／ 1 名 300 円

9 月 12 日（土）・13 日（日）

子ども　3,000 円
大人　　 1,000 円

オアシス親子体験クラブオアシス親子体験クラブ

詳細・お申込みはHPへ　http://www.oasispark.co.jp/

※スタッフのいる時間は
インフォメーションで
ご案内しております。

おばけやキャンディ
みたいな魚たちが水
槽の中でハロウィン
パーティ！

名前に“シルバー”がつく
魚をあつめました

大
人
気
!

※身分証明証を
　ご提示下さい

※先着 120 名

※先着 120 名

※先着 15 組

※先着 15 組

（通常 650 円）

※先着 120 名

※先着 120 名

電話
申込

9/1（火）
9：30より受付



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

15 615 4
151 64

63
N

【お車で】
・名神高速道路「小牧IC」より約11km

mk8約りよ」CI川曽木宮一「」CI原務各阜岐「道車動自陸北海東・
【電車で】
・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

●交通のご案内：

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：木曽川上流域公園整備促進期成同盟会

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

〒483-8414 愛知県江南市小杁町一色

TEL0587-57-2240
●入園料：無料
●駐車場：無料(約360台）

※10/13（火）は休園日

2015

土9.19 祝11.3
10/3（土）、4（日）は21:00 まで開園時間延長！

9 ：30

17：00

9 ：30

17：00

50円
※雨天中止10/11日（土）、12日（日） 

時間：①10：00～11：00 ②11：00～12：00 ③13：00
～14：00

　　  ④14：00～15：00 ⑤15：00～16：00

場所：クリスタルフラワー横デッキ 定員：各回先着4
0名

10/11日（土）、12日（日） 
時間：①10：00～11：00 ②11：00～12：00 ③13：00

～14：00

　　  ④14：00～15：00 ⑤15：00～16：00

場所：クリスタルフラワー横デッキ 定員：各回先着4
0名

❹わたがし作り体験❹わたがし作り体験 わたがし作りを体験しよう！

※途中、清掃・メンテナンスあり

見頃：10月中旬～下旬

10/17（土）10/17（土）
時間：10：00～15：00

 場所：花畑横テント
時間：10：00～15：00

 場所：花畑横テント

定員：先着36名（10/3
より事前予約）

定員：先着36名（10/3
より事前予約）

お客さんのために、コス
モスの花束やアレンジ

メントを作ってあげよう！

お客さんのために、コス
モスの花束やアレンジ

メントを作ってあげよう！

1回20～30分、3名でチー
ム編成（入替制）、衣装用

の一部

（女の子はオリジナルカ
チューシャ、男の子はバン

ダナ）、

店員認定カード、記念写真
、ミニアレンジメント付

1回20～30分、3名でチー
ム編成（入替制）、衣装用

の一部

（女の子はオリジナルカ
チューシャ、男の子はバン

ダナ）、

店員認定カード、記念写真
、ミニアレンジメント付

キッズ店員が作ったア
レンジメントか花束を

ラッピングしてお持ち帰
りいただけます。キッズ店員が作ったア
レンジメントか花束を

ラッピングしてお持ち帰
りいただけます。

600円
キッズ店員（小学生対象

）
キッズ店員（小学生対象

）
定員：先着60名（当日

申込）
定員：先着60名（当日

申込）
200円参加者（お客さん）参加者（お客さん）

❶お花屋さんとお客さ
んになってみよう！

❶お花屋さんとお客さ
んになってみよう！キッズフラワーショッ

プ
キッズフラワーショッ

プ

❻ 秋のクイズラリー❻ 秋のクイズラリー
園内を探索して植物クイズに答えよう！
参加者みんなにお花の種プレゼント！
イベント期間中毎日
場所：園内全域
イベント期間中毎日
場所：園内全域 無料

❼折り紙でコスモスを
満開にしよう
❼折り紙でコスモスを
満開にしよう
秋の代表花であるコスモスを
折り紙で折って飾ろう！
9/19（土）～11/3（祝） 
場所：クリスタルフラワー2F
9/19（土）～11/3（祝） 
場所：クリスタルフラワー2F

無料

❷マスのつかみ取
り体験

❷マスのつかみ取
り体験

つかみ取りしたマス
を塩焼きにして味わ

おう！

9/26（土）、27（日）
時間：①10：00～  ②

11：00～  ③12:00～
 ④13:45～  ⑤14:45

～

場所：反射池（空の庭
） 

定員：各回先着40名
(３歳以上小学生以下

対象、9：30より当日受
付）

9/26（土）、27（日）
時間：①10：00～  ②

11：00～  ③12:00～
 ④13:45～  ⑤14:45

～

場所：反射池（空の庭
） 

定員：各回先着40名
(３歳以上小学生以下

対象、9：30より当日受
付）

※雨天の場合 10/
3（土）、4（日）

800円
（2匹）

❺ポニー花馬車に乗ろう！❺ポニー花馬車に乗ろう！
100円コスモス畑を見ながら園内を周ろう！

※2歳以下で保護者の膝に載せられる幼児は無料

※00:00～00：00は運休
10/24（土）
時間：13：00～16:30
場所：花畑周辺の園路

10/24（土）
時間：13：00～16:30
場所：花畑周辺の園路

まだまだイ
ベント盛り

だくさん！

コスモス花 畑コスモス花 畑

うら面もご覧
ください！

うら面もご覧
ください！

※雨天の場合 10/25（日）

インスタント
カメラ・チェキの
記念写真プレゼント！

❽ハロウィンの馬車で記念撮影❽ハロウィンの馬車で記念撮影

500円

ハロウィン風のカボチャのポニーの馬車と一緒に、魔女の帽子やマントを被って写真を撮ろう！10/24（土）
時間：9：30～12:00場所：芝生広場
定員：

）約予前事りよ2/01（ 組
03着先

10/24（土）
時間：9：30～12:00場所：芝生広場
定員：

）約予前事りよ2/01（ 組
03着先

※雨天の場合 10/25（日）

※雨天の場合 10/1
8（日）

わぁー
きれ～い！
わぁー
きれ～い！いらっしゃい

ませ～！
いらっしゃい
ませ～！

おいしそう！おいしそう！

50円
※雨天の場合 9/22（祝）9/21（祝） 

時間：①10：00～12：00 ②13：00～15：00

場所：芝生広場  定員：各回先着50組

9/21（祝） 
時間：①10：00～12：00 ②13：00～15：00

場所：芝生広場  定員：各回先着50組

❸割りばし飛行機を飛ばそう!❸割りばし飛行機を飛ばそう!
割りばしと紙を使って飛行機を作り芝生広場で

飛ばそう！　

※雨天の場合 クリスタルフラワー2F

10/10（土）、11（日） 
時間：①10：00～11：00 ②13：00～14：00 
　　  ③15：00～16：00
場所：メイン花壇横テント
定員：各回先着30名

10/10（土）、11（日） 
時間：①10：00～11：00 ②13：00～14：00 
　　  ③15：00～16：00
場所：メイン花壇横テント
定員：各回先着30名

❾ハロウィンの
ミニほうきを作ろう！
❾ハロウィンの
ミニほうきを作ろう！ 300円
赤く紅葉した「コキア」を使った簡単なミニほうき作り！

1日限定オープン

10/11（土）～11/3（祝）  
場所：クリスタルフラワー2F
  

10/11（土）～11/3（祝）  
場所：クリスタルフラワー2F
  

17花と緑の企画展示～コスモス展～17花と緑の企画展示～コスモス展～

1回目は、デジカメやスマートフォンでの写真の撮り方、
2回目は、一眼レフカメラでの写真の撮り方の講座を行います。

200円

10花の写真の上手な撮り方講座10花の写真の上手な撮り方講座

講師：フォトグラファー　加藤 宣幸氏

※雨天の場合 クリスタルフラワー2F

10/12（祝） 時間：1回目10：00～11：00 
　　 　　　　　  2回目13：00～14：00
場所：園内
   定員：各回先着30名（10/1より事前予約）

10/12（祝） 時間：1回目10：00～11：00 
　　 　　　　　  2回目13：00～14：00
場所：園内
   定員：各回先着30名（10/1より事前予約）

秋の代表花であるコスモスに
ついて、パネルの展示や押し花
などコスモスを利用したクラフト
の作品展示などを行います。

無料

 5 

イエロー
ガーデン
イエロー
ガーデン

チョコレート
コスモス
チョコレート
コスモス

オレンジ
キャンパス
オレンジ
キャンパス シーシェルシーシェルダブルクリックダブルクリックレッド

イリュージョン
レッド

イリュージョン

花畑では花びらの形や色が珍しいいろんなコスモス
が楽しめます。他にも各花壇では季節の花がいっぱい！

                

フラワーパーク江南は、
全国都市緑化あいちフェア
「花と緑の夢あいち 2015」の
サテライト会場です。

大人のための平日講座 場所：クリスタルフラワーセミナー室

環境学習講座 場所：コンポストセンター

11季節の花飾り講座11季節の花飾り講座
多肉植物を使ったハロウィンの飾りを作ります。

2,000円10/8日（木） 時間：10：00～12：00
定員：先着15名（10/1より事前予約）
10/8日（木） 時間：10：00～12：00
定員：先着15名（10/1より事前予約）

12ミニ盆栽教室12ミニ盆栽教室
ミニ盆栽作り。盆栽の手入れの仕方についても学べます。

1,500円～10/21（水） 時間：10：00～12：00
定員：先着30名（10/1より事前予約）
10/21（水） 時間：10：00～12：00
定員：先着30名（10/1より事前予約）

13ガーデニング講座13ガーデニング講座
26日はガーデニング初心者向け、27日は中級者向けの講座を行います。

各日1,000円
+1,000円 (材料費)

10/26（月）、27（火）  時間：10：00～12：00
定員：各日先着20名(10/5より事前 予約）
10/26（月）、27（火）  時間：10：00～12：00
定員：各日先着20名(10/5より事前 予約）

講師：フラワーパーク江南スタッフ
　　（園芸装飾技能士　柴田 雅子氏）

講師：全日本小品盆栽協会の公認講師
　　 河村 実氏

講師：ガーデナー　阿部 容子氏

14バラと宿根草の育て方講座 秋の宿根草講座14バラと宿根草の育て方講座 秋の宿根草講座
宿根草を使ってガーデンを作る時のポイントとこの時期に行う管理方法について説明します。
10/29（木） 時間：14：00～16：00
定員：先着30名（10/1より事前予約）
10/29（木） 時間：14：00～16：00
定員：先着30名（10/1より事前予約）

15スイセン園芸講座15スイセン園芸講座
スイセンの魅力についてや鉢植えでの育て方についての講座を行います。
10/30（金） 時間：10：00～12：00
定員：先着30名（10/1より事前予約）
10/30（金） 時間：10：00～12：00
定員：先着30名（10/1より事前予約）

16集めて調べよう！土の中の生き物探し16集めて調べよう！土の中の生き物探し
土壌生物を集めて顕微鏡で大きくして観察します。
11/1（日） 時間：10：30～12：00
定員：先着20名 小学生から大人（10/17より事前予約）
11/1（日） 時間：10：30～12：00
定員：先着20名 小学生から大人（10/17より事前予約）

講師：岐阜種苗(株)
　　  西 隆行氏

講師：フラワーパーク江南スタッフ
　　（日本水仙協会会員　古根 聡氏）

講師：NPO法人生態教育センター
　　 横山 恵美氏

※小３以下は保護者同伴、対象外は
　同伴がつけば参加可能

50円

無料

無料

※雨天の場合 11/3（祝）



9月 10月 11月
19
（土）
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（日）
21
（祝）
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（土）
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（日）
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（土）
11
（日）
12
（祝）
17
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イベント開催日
週末カレンダー

 

その他にもイベントが盛りだくさんっ！！
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時間：10：00～15：00
料金：無料　
場所：クリスタルフラワー

花と緑の集い
園芸に関する講演や、緑花クイズなど。
18

時間：各日17：00～20：00
料金：無料　場所：園内（水盤池）
※実施日は閉園を4時間延長し、21時まで開園いたします。

今宵一夜の水盤ショー
水盤池に光る船などを浮かべて夕涼みをしよう!
19

時間：9：30～
料金：無料　場所：クリスタルフラワー1Ｆ入口
定員：先着100名（無くなり次第終了）

花の種プレゼント
お花の種をプレゼントいたします。
20

時間：各日13：30～15：00
料金：無料
場所：園内

子供の縁日
ヨーヨー釣りやシャボン玉などで楽しく遊ぼう！
21

時間：①11：00～②14：00～ 
料金：無料　場所：クリスタルフラワー
定員：各回先着100名（整理券は各回15分前より配布）

ハーブティーとクッキーのサービス
ハーブティーと手作りクッキーを楽しもう！
22

時間：11:00～12：00
料金：無料　場所：市民花壇内 市民ハウス
定員：先着50名

ローゼルティーのサービス
市民花壇で採れたローゼルティーをサービスします。
23

時間：10：00～12：00
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

フラワーガイドの園芸教室
パープルガーデンについて。
27

時間：10：00～12：00
料金：100円（保険料）
場所：園内及び周辺

自然観察会
秋の木の実を探そう！
28

時間：午前の部10：00 ～12:00 午後の部 13：30 ～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
定員：各回先着20名

和菓子教室
①どらやき②栗蒸しようかん
29

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
実施者：ウッドバーニング さくらんぼ

誰でもできるウッドバーニング教室
木の素材の小物に、電気ペンで絵を描こう！
31

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
実施者：デコグラフ工房

３Dデコクラフト体験教室
イラストを切り抜いて立体的なカードを作ろう！
32

時間：各日10：00～15：30
料金：1,050円～（染色体験）、2,000円～（アレンジ体験）　
場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室  実施者：アトリエkei

手作りプリザーブドバイオフラワー
枯れない花でアレンジメントを作ろう！
33

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
実施者：まゆを楽しむ会

まゆ人形作り
まゆを使ってや動物人形を作ろう！
35

時間：各日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
実施者：貝瀬 昭子

五感セラピーアートの世界
～万華鏡作り～好きな色のビーズで手作り万華鏡！

37

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
実施者：ヨーロピアンRACフラワー

グラスアート体験
アクリル小物に好きな柄をデザインしよう!
38

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
実施者：斉藤 征史

さいとうおじさんの工作教室
絵手紙のテクニックやコツを教えます。
36

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
実施者：伊藤 泰弘

布切り絵体験
カッターやハサミで布切り絵づくり！
40

時間：10：00～14：00
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
実施者：クリエイティブメモリーズ

スクラップブッキング体験
写真を飾ってフォトフレームに入るカードを作ろう！
41

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？

時間：各日10：00～15：30 （10 /3・4 は午前のみ）  
料金：100円
場所：クリスタルフラワー ワークショップセミナー室

自然工作教室
どんぐりなどを使って工作しよう！
26

10/15
（木）

9/30
（水）

10/7
（水）

10/14
（水）

10/15
（木）

10/21
（水）

10/28
（水）

9/25
（金）

10/9
（金）

10/23
（金）

10/30
（金）

9/28
（月）

10/19
（月）

9/29
（火）

10/27
（火）

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
実施者：井出 昭男

はじめての伊勢型紙教室
歴史ある伊勢型紙を体験しよう！
34

時間：各日10：00～15：00
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
実施者：レジンクラフトダブルローズ

レジンクラフト体験教室
液体樹脂に花や貝を閉じ込めて小物づくりをしよう！
39

21

21

9/6（日）
9/13（日）
9/17（木）

2015 フラワーパーク江南

（平日は開催しておりません）

（平日は開催しておりません）

時間：9:30～13：30 （10/1より事前予約 ）
料金：無料　集合場所：管理事務所前（9：20 ）
定員：先着20名

ふれあいウォーキング
138タワーパークを目指そう！
24

時間：13：30～14：30 （10/1より事前予約）
料金：無料　場所：クリスタルフラワー1Ｆ
定員：30名（低学年の部10名、高学年の部10名、一般10名）

皿回し大会
皿回しの時間を競争しよう！
25

※4才から小3は保護者と参加

時間：各日9：30～13：30 （各月の1日より事前予約）  
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
定員：各回先着20名

ふれあいクッキング
①ラザニア②花の押し寿司
30 ※4才から小3は

　保護者と参加

◎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。　◎事前申込の必要がないものはイベント会場で随時受付です。
※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。

※10/13（火）は休園日

土9.19 祝11.3
10/3（土）、4（日） は21 :00 まで開園時間延長！
9：30～17：009：30～17：00

24 25 30 は事前予約が必要です。お電話にてお申込みください。イベントの

誰でも気軽に楽しめる
イベントが盛りだくさん！
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