
アクア・トト ぎふの館長になりきって、
水族館のお仕事を体験！

OASIS PARKOASIS PARK
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特殊な電熱ペンを使い、木や革を焦がして模様を描
きオリジナル小物を作ります。
平日は、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。

9/8（土）、9/9（日）、9/17（月・祝）、9/22（土）～9/24（月・振休）、9/29（土）、9/30（日）
10/6（土）～10/8（月・祝）、10/20（土）、10/21（日）、10/27（土）、10/28（日）
11/3日（土・祝）、11/4（日）、11/10（土）、11/11（日）、11/23（金・祝）、11/24（土）
及び毎週水曜日と金曜日10：00～16：00（平日は15：00まで）

誰でもできるウッドバーニング

9/17（月・祝）、10/8（月・祝）、
11/11（日）　10：00～15：00

作って遊ぼう！紙工作

押し花＆山の幸染め ＆
グラスアート ＆
タイルクラフト体験教室

参加費

400円より
9/1（土）～30日（日）

自然発見館内通路 ※観覧無料

【ウッドバーニング作品展】

季節の草花や野菜をス
ケッチしてオリジナルポ
ストカードを作ります。

イラスト画を切り
抜いて立体カード
を作ります。

コマや季節の折り紙などを
作って遊びます。

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。

毎週火・水・木但し、9/12（水）、10/9（火）、
10/31（水）はお休みです。
10：30～15：00

さいとうおじさんの
私だけのポストカード作り

参加費 300円（2枚）

（小箱500円・ストラップ300円）

9/9（日）、9/23（日・祝）、
10/28（日）、11/18（日）
11/23（金・祝）  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
を使って、
デコ小物を
作ります。

参加費

400円より

9/15（土）、9/22（土）、10/13（土）、
10/27（土）、11/10（土）、11/17（土）
10：00～16：00

選んで作ろう万華鏡

木や竹、木の実など自然素材を利用
して動物、昆虫などを作ります。

参加費 100円より

9/15（土）、10/27（土）、11/17（土）
10：00～16：00

よのさんの木工教室

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1,000円より

9/8（土）、9/9（日）、9/24（月・振休）、9/30（日）、
10/13（土）、11/23（金・祝）～11/25（日）
10：30～15：00

ろくさんのおもしろ工作
9/23（日・祝）、10/7（日）、10/21（日）、
11/4（日）、11/25（日）  11：00～16：00

9/9（日）、9/17（月・祝）、10/7（日）、10/21（日）、
11/23（金・祝）、11/25（日）　10：00～16：00

お絵描き工作教室＆絵手紙

参加費 350円より

9/25（火）、9/29（土）、
10/1（月）、11/5（月）、11/24（土）
10：00～16：00

音を楽しむ竹細工

竹を使ってフクロウ・ウグイス等の鳥笛
や綿棒を飛ば
すミニ鉄砲を
作ります。

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。

★9月マーブリングで遊ぼう
★10月消しゴム印を作ろう
★11月年賀状を作ろう・
　亥の土鈴作り 定　員 各回

先着15名　

参加費

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

定員 先着20名　
参加費 1,200円

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。

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。
★日替わりで作る“からくり
おもちゃ”「体操人形」「紙つ
ばめ」等午前中のみ先着5組
10：20までに受付

9/15（土）、10/8（月・祝）、11/11（日）
①10：00～ ②11：00～ ③13：00～
④14：00～ ⑤15：00～

9/15（土）、10/20（土）、11/17（土） 
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。

9/17（月・祝）、9/23（日・祝）、
9/24（月・振休）、9/29（土）、9/30（日）、
10/6（土）、10/28（日）、
11/3（土・祝）、11/4（日）、11/24（土）
10：00～15：00

いろいろ体験

参加費 700円
（発射台別）参加費 300円より

参加費

400円より

参加費

250円より 300円より

何を
つくろうかな

参加費

300円より

参加費

100円より

9/22（土）、11/17（土）
10：30～15：00

３Ｄカードを作ろう

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。

9/16（日）、10/14（日）、11/11（日） 
11：00～15：00

アトリエkeiの染色手作り
プリザーブドバイオフラワー

乾くと不思議なディ
ンプル模様がでる
超透明ガラス絵の
具で塗り絵をして作
品を作ります。

※染色体験は事前予約
　ピンクのミニバラ
               1本持参
　TEL 0586-89-7023
　自然発見館

参加費

600円より

9/24（月・振休）、9/30（日）、10/7（日）、
11/3（土・祝）、11/25（日）
10：00～15：00

ディンプルアート体験

木曽川水園・
自然発見館

自然発見館自然発見館 （市民参加イベント）秋のおもしろ工房秋のおもしろ工房 TEL0586-89-7023
●お問い合わせ先●開催場所●期間

自然発見館 9/8● ▶ 11/30●土 金

●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。

※要事前予約
TEL（0586）89-7023

オアシスパーク
お問合わせ先

ホームページ http://www.oasispark.co.jp
お問合わせ先

ホームページ
0586-89-82000586-89-6766
http://aquatotto.com
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申込締切

アクア・トトぎふ 秋のおすすめ情報
のイベント情報秋秋

いつでも参加OK!!

アクアトト 検索

【さいとうおじさんと仲間達作品展】
10/2（火）～30日（火） 自然発見館内通路

【3Dボックス展】
11/1（木）～30日（金） 
自然発見館 館内通路

観覧
無料

観覧
無料

お問合わせ先 0586-89-7023
農家の十二ヶ月

EEネット祭り「竹・木・食」

木曽川水園で網漁体験！

月の観望会

一人一家族の申し込みに限ります。

「十五夜のお供え物」
をつくろう

「松笠ぼち」
     をつくろう

「秋の味覚 焼き芋」
をつくろう

11月10月9月

昔ながらの農家で月見だんご
等のお供え物をつくろう。

昔なつかしいおやつ
「松笠ぼち」をつくろう。

落ち葉や枝でたき火をして
サツマイモを焼こう。

9月23日（日・祝）
10：00～12：00
木曽川水園　農家
あゆみの会           20名
電話での申込
（9月8日（土）9：00より）
1人前300円

10月28日（日）  
午前の部10：00～12：00
午後の部13：30～15：30
自然発見館

9月23日（日・祝）19：30～20：30
自然発見館　　　　   20名
小学生以上（小学生は保護者同伴）
電話での申込　　　　無料

9月29日（土）14：00～16：00
木曽川水園　農家 
及びじゃぶじゃぶの河原
20名
1人1,000円（保険料込）

日時

日時

費用

定員
対象

締切

期間

料金 対象
11/23（金・祝） 10：00～15：00（予定）
無料　　　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。

期間 10/3（水）～
 10/31（水）

9/23（日・祝）～24（月・振休）
16：30～翌9：30
大人：9,000円
小学生：7,000円
小学生とその保護者
25名
各開催日の2週間前

※ハガキまたはHPから応募

9/8（土）～10/28（日）
の土日祝開催
10:00～17:00
400円

[応募方法]
郵便またはHPの応募フォームより下記内容をご記入
の上ご応募ください。
・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
・どんな館長になりたいか、館長をやってみたい理由
[宛て先]
〒501-6021  岐阜県各務原市川島笠田町1453
世界淡水魚園水族館アクア・トト ぎふ「一日館長」係

小学生
電話での申込
9月15日（土）9：00より
長靴またはサンダル、着替え（水に入ります）

10月21日（日）
10：00～12：00
木曽川水園　農家
あゆみの会           20名
電話での申込
（１０月６日（土）9：00より）
1人前300円

11月3日（土・祝）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（応募者多数の
場合は抽選）
往復はがきによる事前申込
（１組様１通のみ）
10月10日（水）必着
1人200円

●応募方法：
往復はがきに①郵便番号②住所③代表者
の氏名④電話番号⑤参加者の氏名・年齢
⑥希望の回（①午前か②午後 片方のみ）
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 岐阜県各務原市川島笠田町      
　　　河川環境楽園   自然発見館
　　　　　　「焼き芋をつくろう」係

竹・木の器などで食を体験しませんか？竹で
ういろう作り、竹のバームクーヘン作り体験、
くろもじの木のお茶もあるよ。

指導員と一緒に、望遠鏡を使って
月の観察をしよう。雨天時は室内
で月のお話をします。

地元川島で行われていた漁業を、実際に使われてい
た網などの漁具を見ながら学んでみよう！その後は
実際にアユの網漁を体験して、獲ったアユは炭火焼
きでいただいちゃおう。

一日館長になってみませんか？

お泊りナイトツアー
テーマ水槽

夕朝食
付き

夜の水族館を見学した
あとは、水槽前で
一晩過ごします。

ご長寿祈願！
大きなスッポン

ハッピー
ハロウィン！

どなたでも無料

年パスキャンペーン

期間中、年パスを購入または更新で
「選べるトトグッズ」プレゼント！

10/6（土）～10/14（日）期間

9/5（水）～
 10/1（月）

ハロウィン ちびっこレース

ウォーターボールザリガニ釣り
開催日

参加費
時間

9:30～10:00（受付）
10：00～レーススタート
水園広場
2歳　※先着120名

ぶーぶーレース

10/20(土)

時間

場所
対象年齢

13:30～14:00（受付）
14：00～レーススタート
水園広場
3歳～5歳　※先着120名

三輪車レース
時間

場所
対象年齢

9/8（土）～10/28（日）
の土日祝開催
10:00～17:00
800円

開催日

参加費
時間

※写真はイメージです。

※年齢が証明できるものをご持参ください。

持ち物

※雨天中止

※雨天中止の場合は前日にＨＰでお知らせいたします。

9:30～10:00（受付）
10：00～レーススタート
ガラスドーム
未歩行の赤ちゃん
※先着120名

はいはいレース
時間

場所
対象年齢

13:30～14:00（受付）
14：00～レーススタート
ガラスドーム
2歳未満　※先着120名

9/29（土）・30（日）・10月の土日祝日
10:00～16:00  　　　  お宝探偵団
8歳以下のお子さま
各日先着200名 9/15（土）～17（月・祝）

大観覧車オアシスホイール
65歳以上のお客様と一緒に
乗車で

● 仮装して参加しよう！ ● ※必須ではありません。

かたかたレース
時間

場所
対象年齢

※雨天決行

予約方法

参加無料 要事前
エントリー

9/20（木）10:00～　●ＨＰイベントページよりエントリースタート
※レース一週間前にHPでレース順の発表をします

定　員

期間
受付時間 受付場所

対象年齢

開 催 日

11/3(土・祝)

EEネット発見館 
各回先着15名
当日受付
1人200円

定員

●●●● 
特別企画
敬 老 の 日

1名 300円に！
通常650円


