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農家の十二ケ月

「大根の抜き取り&
     はぜかけ」をしよう

「七草粥」を食べよう

「味噌」をつくろう

「桃の節句」

1年の始まりに無病息災を願って、
　　　　       七草粥を食べよう。（一人一家族の申し込みに限ります）

畑で大根を収穫し、「はぜ」にかけて干そう。

ドームの中を自由に飾り、オリジナルの
スノードームを作ります。

閉館後の夜の水族館を特別に公開！

お魚スノードームをつくろう！ 夜の水族館

農家の大窯で煮た大豆と麹を
      つかって「味噌」をつくろう。

桃の節句をお祝いする料理をつくろう。

電話
申込

11月23日（土・祝）
9時より受付開始

電話
申込

2月1日（土）
9時より受付開始

◆カピバラ4兄弟の
      ゆず風呂タイム

◆ものづくりワークショップ

冬のおすすめ情報

2月9日（日） 10：00～12：00
木曽川水園　農家
20名（応募者多数の場合は抽選）
1パック 700円　　　　　あゆみの会
1月6日（月）必着

12月7日（土） 10：00～11：00 
木曽川水園　農家・西の畑 （受付は自然発見館）
20名
ひとり 100円
電話での事前申込
汚れても良い服装
長靴、軍手（畑に入ります）

日　時

場　所
料　金
対　象

11月23日（土・祝）～3月15日（日）の
土日祝及び冬休み期間   10：00～16：00
ぐるり森横広場
600円/10分間　※グループ利用可
3歳以上（15歳以下の方は要保護者同伴）

日　時

場　所
参加費

対　象

1月11日（土）～3月1日（日）の土日祝
時間/10：00～15：00
※暖冬等の影響により期間を短縮する場合がございます。
ガラスドーム前広場
800円（時間無制限）
保護者同伴 200円　※0～1歳は無料
2歳以上（5歳未満は要保護者同伴）
※その他詳細はＨＰをご覧ください

日　時
営業時間
料　金
対　象

11月2日（土）～3月1日（日）
10：00～17：30
600円
2歳以上（5歳未満は要保護者同伴）

日　時
場　所

12月7日（土）～2月2日（日）
ＢＢＱ ＣＡＮＶＡＳ   受付/10：00
※その他詳細はＨＰをご覧ください

10分貸し切り！！思いっきり飛び跳ねて遊ぼう！！

「冬はあったか室内で氷の世界の宝石探し」

日　時

場　所
料　金

利用制限

11月23日（土・祝）～3月15日（日）の
土日祝及び冬休み期間   10：00～16：00
中央水路
❶お魚ドローン　　1台　10分 　800円
❷潜水艦ドローン　1台　15分 1,500円
※グループ利用可
16歳未満の方は要保護者同伴

水路内の景観を楽しみながら
   水中ドローンの操縦をしてみよう！！

期　間
料　金

定　員
締　切

12月14日（土） 16：30～20：30 
高校生以上4,000円　中学生以下3,300円
※夕食付き
※中学生以下は
       保護者同伴
40名
開催日の2週間前
※ハガキまたは
　   HPから応募

期　間

料　金

12月8日（日）～12月29日（日）
の土・日・祝
12：00～16：00 
入館料+500円

期　間 ～12月8日（日）
期　間 12月14日（土）～

      4月12日（日）

3月1日（日） 10：00～11：30
木曽川水園  農家
20名
あゆみの会
1人前 300円
電話での事前申込

日　時

場　所 
協　力
対　象
参加費

11月30日（土） 
10：00～16：00
※中止の場合は12/1（日）に順延
かさだ広場　芝生広場
NPO法人竹林救援隊
どなたでも　　　　　 当日受付
無料

1月5日（日） 10：00～12：00
木曽川水園  農家
先着 100名
あゆみの会　
1食 100円
当日受付

協　力

往復はがきによる事前申込（1組様1通のみ）
①郵便番号 ②住所 ③代表者氏名・年齢 ④電
話番号 ⑤参加者氏名・年齢 ⑥味噌の希望数
（1パック約700ｇ） 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。

冬至にちなみ、ゆずを浮かべたお風呂が登場！ゆず風呂
でくつろぐ、カピバラ4兄弟の姿をお楽しみください。

〒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 
　　　  「味噌をつくろう」係

応募先
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今年はお風呂が大きくなります！

南米大陸のほぼ中央に広がる、世界最大級の大湿原、パンタナール。
淡水魚はもちろん、多種多様な動物たちが生息するその大湿原を、
生体展示や現地で撮影した写真、映像などで紹介します。

冬の年パスキャンペーン

期間中、年パスを
　　　  購入・更新で

カピバラゆず風呂の
     入浴剤プレゼント

期間 11/16（土）～1/13（月・祝）

12/21（土）、22（日）、28（土）、29（日） 時間 15：30～期間

第1章   澄みわたる泉

第2章   残された森

アクア・トトぎふ
のイベント情報冬冬 なな   くさ   がゆ

もも                せっく

み　  そ

オアシスパーク
お問合わせ先

ホームページ http://www.oasispark.co.jp
0586-89-6766 お問合わせ先

ホームページ
0586-89-8200
https://aquatotto.com

アクアトト 検索
お問合わせ先  0586-89-7023木曽川水園・自然発見館

冬 イベント情報
雨天
中止

雨天
中止

雨天
中止

手ぶらでできる冬キャン体験！お手軽薪割りや
ティピーテント、焚火ゾーンやダッチオーブン料理
も手ぶらでＯＫ！ 冬のＢＢＱＣＡＮＶＡＳがアツい！

ひるがの高原の天然雪で遊ぼう！昨年から雪遊びゾーンを
大きく拡大！雪だるまづくりや雪やまあそび、そりあそび
などが楽しめる、屋外「スノー・キッズコーナー」登場！

人気の宝石探しが冬バージョンに♪氷の世界で洞窟体験
を楽しもう。冬期期間はレアアイテム「宝箱の鍵」増量中。
伝説の宝箱をあけるチャンス！

トランポリンフィールド

水中ドローンアドベンチャー

雪遊び体験 ゆきんぱ

トレジャーストーン発掘隊

BBQ CANVAS
     手ぶら冬キャン体験

(
(

※小雨決行・荒天中止

竹の王国で遊ぼう！
巨大な竹ピラミッドや
　竹の工作が楽しめる
　　「竹の王国」が登場！

受　付

※竹の工作は有料

・竹ゴムでっぽう・ミナモの
 おきあがりこぼし（300円）
・竹トンボ・竹笛（100円）

特殊な電熱ペンで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。
毎週水・金曜日は、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。

11/30（土）、12/7（土）、12/8（日）、12/14（土）、12/22（日）
12/24（火）～12/29（日）、1/2（木）～1/6（月）、1/11（土）～1/13（月・祝）
1/18（土）、1/19（日）、1/25（土）、1/26（日）
及び毎週水・金曜日10：00～15：00（※11/30は16時まで）

誰でもできるウッドバーニング

12/8（日）、1/26（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
12/1（日）～30（月）

自然発見館内通路 　※観覧無料

【ウッドバーニング作品展】

季節の草花や野菜などをスケッチして
オリジナルの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。

押し花やグラスアート・
タイルアートを使った
小物作りやハンカチ染
め体験。

毎週火・水・木曜日但し、
12/31（火）～ 1/2（木）・
1/14（火）はお休みです。 
10：30～ 15：00

さいとうおじさんの
絵手紙教室

参加費 300円（2枚）

（小箱500円・ストラップ300円）

12/7（土）、12/22（日）
1/5（日）、1/13（月・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
てオリジナルのデコ
小物を作ります。

参加費

400円より

11/23（土・祝）、12/7（土）、12/28（土）、
1/11（土）、1/25（土）
10：00～15：00

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
動物や昆虫を作ります。

参加費 100円より

12/21（土）、1/18（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

11/30（土）、12/7（土）、12/8（日）、12/24（火）～12/26（木）
1/2（木）～1/4（土）、1/11（土）、1/13（月・祝）
10：30～15：00

ろくさんのおもしろ工作
12/1（日）、12/15（日）

1/26（日）　  10：00～16：00

お絵描き工作教室＆絵手紙

11/30（土）、12/14（土）、12/22（日）
12/23（月）、12/27（金）～12/29（日）
1/3（金）、1/4（土）、1/25（土）
10：00～16：00

音を楽しむ竹細工

竹を使って、フク
ロウやウグイス等
の鳥笛作りやドン
グリアートを行い
ます。

石の絵、干支の土鈴作り、クリスマスカード、サンタ
さんを作ろう、年賀状作りを行います。

参加費

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。

11/30（土）、12/20（金）、12/24（火）、12/25（水）
1/2（木）～1/5（日）
1/11（土）～1/13（月・祝）　1/26（日）
10：00～15：00

いろいろ体験

参加費 300円より参加費 300円より 参加費 300円より

参加費
染色体験 1,700円より
アレンジ体験 1,000円より参加費 300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

100円より

1/18（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。

12/8（日）、1/12（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

乾くと不思議な模様
が出る超透明ガラス
絵の具で塗り絵をし
て、ステンドグラス
のような作品を作り
ます。

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

参加費

600円より

11/24（日）、12/8（日）、12/22（日）
12/30（月）、1/5（日）、1/12（日）
10：00～15：00

ディンプルアート体験

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

自然発見館 11/23●● ▶ 1/31●土・祝 金いつでも参加OK!!

【さいとうおじさんと仲間達作品展】
1/7（火）～30日（木） 自然発見館内通路

★1/2(木)～1/4(土)
楽しいぬいもの
　　　「子の絵馬作り」
各日先着5組  1,200円

観覧
無料

わくわく粘土・輪ゴムで飛
ばす紙ひこうき・うさぎさ
ん飾り、はらぺこ青虫など
を作ります。


