
自然発見館いつでも参加
OK!! 4/15 5/31期間 自然発見館開催場所土 水 0586-89-7023

お問い合わせ先

ウッドバーニング作品展   ＊観覧無料
4/1（土）～30日（日）　自然発見館内通路　

誰でもできるウッドバーニング

特殊な電熱ペンを使い、革や木を焦がして模様を描き、オリジナル小
物を作ります。また、ラインストーンやビーズを使ってキラキラした可
愛いキーホルダーなども作れます。

参加費
400円より

4/23（日）、29（土・祝）、30（日）、5/3（水・祝）～7（日）、
13（土）、14（日）、27（土）、28（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。
▶森のなかまのからくりワニ
　1日限定 5組 1,800 円

参加費
300円より

4/15（土）、4/22（土）、5/3（水・祝）・4（木・祝）、
6（土）、7（日）、13（土）、14（日）
※5/3・5/4・5/6・5/7は雨天中止
10：30～15：00

いろいろ体験

わくわく粘土・輪ゴム
で飛ばす紙ひこうき・
ホイップクリーム飾り
などを行います。

参加費
300円より

4/22（土）、29（土・祝）、
5/5（金・祝）～7（日）、20（土）、27（土）
10：00～15：004/18（火）～20（木）、25（火）～27（木）、5/9（火）～11（木）、

16（火）～18（木）、23（火）～25（木）、30（火）、31（水）
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

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。

参加費
300円（2枚）

さいとうおじさんの仲間達作品展  ＊観覧無料
5/1（月）～31（水）　自然発見館内通路　

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、恐竜などを作ります。

参加費
100円より

4/15（土）、5/20（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

4/22（土）、5/6（土）、5/27（土）
①10：00～ ②11：00～ ③13：00～
④14：00～ ⑤15：00～

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

4/23（土）、4/30（日）、5/3（水・祝）、5/4（木・祝）
10：00～16：00

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
（℡0586-89-7023自然発見館）

参加費
染色体験1,700円
アレンジ体験1,000円より

4/23（日）、5/28（日）
11：00～16：00

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。

参加費
300円より

4/15（土）、5/22（月）
10：00～16：00

やきもの体験教室

本焼粘土を使って、親子で造形に取り組みます。
4月はマグカップ、5月は筆立て

先着20名 ※要事前予約　℡（0586）89-7023
その他：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。　

参加費
1,200円

定　員

4/15（土）、5/20（土）
13：00～15：00

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

4/16（日）、5/3（水・祝）、5/4（木・祝）
10：00～15：00

何をつくろう
かな

選んで作ろう万華鏡

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
参加費：1,000円より
（小箱500円・ストラップ300円）

4/22（土）、5/13（土）、5/20（土）
10：00～16：00
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。

お絵描き工作教室＆絵手紙

参加費
350円より

4/23（日）、5/14（日）、5/21（日）
11：00～16：00
季節の草花、野菜などをモチーフに身近なものを
利用して絵手紙を描きます。
4月：折り紙やトイレットペーパーの芯を使って
鯉のぼりを作ります。
5月：ちぎり絵、納豆のふたを
利用して壁掛けを作ります。

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。

ディンプルアート体験

自動車のフロントガラスの廃材から
生まれたエコな絵具を使ってステン
ドグラスのような作品を作ります。

参加費
400円より

4/29（土・祝）、5/7（日）、5/28（日）
10：00～15：00

陶芸体験
～オリジナル模様の小皿を作ろう～

粘土を平たく伸ばし、陶器の直径12㎝位の
オリジナル小皿を作ります。
その他：体験は形を作るまで。残りの工程は主催者側
で行い、完成後送付（約2か月後）

参加費
1,000円＋送料

5/5（金・祝）
①10：00 ②11：00 ③13：00 ④14：00

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

5/28（日）
10：00～15：00

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
400円より

5/14（日）
10：00～15：30

定　員
各回先着10名
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OASIS PARK オアシスパーク 0586-89-6766お問合わせ先

0586-89-8200お問合わせ先
ホームページ http：//aquatotto.com

検 索検 索アクアトト
9:30～17:00（土日祝は18:00まで）
5/3～5/6は19：00まで開館！
※4/29～5/2、5/7は18：00まで

※最終入館は１時間前開館時間

4/15 5/

6
9:30～17
5/3～5/6は
※4/29～5/2

開館時間

野草の天ぷらをつくろう4月

5月

0586-89-7023お問合わせ先自然発見館

木曽川水園・自然発見館

春のおすすめ情報春のおすすめ情報

端午の節句に
　　　水中鯉のぼり

カピバラふれあい体験

アシカショー

テーマ水槽

館内プログラム

11：00、14：00

100円
※各回先着30名

※入館後の受付となります。
※入館券購入の際混雑が予想されます。コンビニ等で前売券を事前購入
するとスムーズにご入館いただけます。

時間

10：30、12：00、
13：30、15：00、
16：30

時間

費用

アルダブラゾウガメ
     ふれあい体験

12：00～16：00
200円　※なくなり次第終了

時間
費用

ものづくりワークショップ
「バスソルト水族館をつくろう！」

12：00～16：00
500円

時間
費用

バックヤードツアー
11：00、13：00、15：00
※各回先着30名

当日9：30～（先着順）　入口ゲート内

時間

費用

期　間
4/19（水）～5/15（月）
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ナイトハイクとザリガニ釣り体験＆BBQ
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参加資格

開催場所

受　　付

参加資格

9：30～
水園広場
2歳

13：30～
水園広場
3歳～5歳

かたかたレース
13：30～
ガラスドーム
2歳未満

はいはいレース
9：30～ 
ガラスドーム
未歩行の赤ちゃん
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三輪車レース

4月25日（火）9：30～ HP入力フォームより予約受付スタート
　　　http://www.oasispark.co.jp
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4月18日（火）9：30～ HP入力フォームより予約受付スタート
　　　http://www.oasispark.co.jp

予予予予予予予約約予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予約予約予予約約
方方方法方方方方法方法法
予約
方法
予約
方法

1,1188000000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008888888888888888888888888888888888888888888,111 88888888888888888888888888888888888888888888888888000000000000000000000000000011,1118888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円1,180円 11,,00880001111111111111 01 8888888880000008011,111111111111111111111111111111111111 008888888888888888888801111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,,000000888000000088888888888888888888888880800000000008008000000円円円円円円円円円円1,080円

KAWASHIMA バーガーKAKAAWAWAASHIMAMA バーバーガーガーガー
ドリンク・ポテトセットドドリンクンク・ポテポテトセトセセット
KAWASHIMA バーガー
ドリンク・ポテトセット カワシマ55 カワシマシマ555 

そぜ味噌まぜそそまぜそ味噌まぜそば麻麻麻婆麻婆味婆味婆味味噌味噌噌ま噌まぜまぜそぜぜそそそばそば（追（（追（追追い追いい飯い飯付飯付飯付付）付）
カワシマ55 
麻婆味噌まぜそば（追い飯付）岐阜県特産の

　　美濃ヘルシーポークを使用！

フジヤマ55とタイアップ第5弾！
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本物の“鯉”で真鯉、緋鯉、子鯉を
再現しました。

ハリヨを学ぼう
岐阜経済大学の森誠一先生をお招きして、木曽川水園
で飼育している貴重種ハリヨの生態や、観察を行います。
日　時：5月4日（木・祝）10：30～12：00 
場　所：水辺共生体験館及び木曽川水園
定　員：先着20名
受　付：自然発見館

お魚を放流しよう
木曽川水園で飼育するお魚をみんなで放流します。
5/13は「アユ編」、5/27は「アマゴ・イワナ編」です。
日　時：5月13日（土）、27日（土）
　　　　10：30～11：00 
場　所：木曽川水園
定　員：各日先着20名
受　付：電話申し込み 4月28日 9：00より受付

電話
申込

電話
申込

電話
申込

無料

無料

農家の十二ケ月

無料

ハーブ園のいろいろなフレッシュハーブのお茶を味わいましょう。
日　時：6月18日（日）10：00～12：00 
場　所：ハーブ園（中央駐車場 北側）
定　員：先着50名
受　付：当日随時受付

ハーブティーを楽しもうプロジェクトラーニングツリーは、幼稚園児から高校生までを対
象とした「木と学ぶ」環境教育プログラムの養成講座です。テキ
ストとファシリテーターの資格が取得できます。
日　時：6月4日（日） 9：30～17：00
場　所：自然発見館
参加費：9,000円（テキスト代、保険代、講習代等）
申込締切：5月18日（金）

プロジェクトラーニングツリー 
　　　　　　ファシリテータ－講習会

あっちもこっちもおいしい野草？！ 採りたてをてんぷらにしていただきましょう！
日　時：4月23日（日）10：00～12：00　※雨天中止
場　所：木曽川水園 農家　　定　員：先着20名
受　付：電話申し込み 4月15日 9：00より受付
共　催：EEネット自然館　　参加費：200円

お茶の葉摘みをしてみよう
5月2日は八十八夜。新茶を摘んで、製茶してみましょう！
日　時：5月3日（水・祝）10：00～12：00　※雨天中止
場　所：木曽川水園 農家及び茶畑　　定　員：先着20名
受　付：電話申し込み 4月22日 9：00より受付　参加費：200円

6月 梅ジュースをつくろう
梅の実をつかって、夏にぴったりの甘酸っぱいジュースを漬け込みます。
日　時：6月10日（土）10：00～12：00
場　所：木曽川水園 農家　　定　員：先着20名
受　付：電話申し込み 5月13日 9：00より受付　
参加費：1,000円

こうろぼちをつくろう
あんこや野菜がたっぷり入った昔なつかしいおまんじゅう
「こうろぼち」を作ってたべてみよう！
日　時：6月25日（日）10：00～12：00
場　所：木曽川水園 農家　　定　員：先着20名
受　付：電話申し込み 6月3日 9：00より受付　参加費：300円

7月 はちみつをとろう
ミツバチが集めたはちみつを回収してみよう。
日　時：7月2日（日）10：00～12：00
場　所：自然発見館　　定　員：先着20名
受　付：電話申し込み 6月17日9：00より受付　
参加費：200円

おぞらベーカリーおぞらベーカリーおああおぞらベああああおぞおぞらベーベーカーカリーあおぞらベーカリー カワシマキッチンカ シカワシマキカカカワシマキ ンッチンカワシマキッチン

※雨天中止の場合は前日にHPでお知らせいたします

レース順は開催の一週間前にHPで発表いたします

夜の水族館 参加参 者募募集集！！参加参参加者加者募者募募集募集集集！！！！参加者募集！

4/29（土）、5/27（土）
16：30～20：30
開催日の2週間前
高校生以上：4,000円
中学生以下：3,300円　※夕食付
40名
ハガキまたはHP
※詳細はHPをご覧ください。

日時

定員

締切
費用

応募

普段見ることができない閉館後の
水族館を見学！

身近な野鳥～鳥のカタチ
テーマは鳥のカタチ。木曽川水園で見られる鳥を中
心に、鳥の体のつくりと生態を紹介。鳥の剥製の標本も
見られるよ。
日　時：4月29日（土・祝）～4月30日（日）、
　　　　5月3日（水・祝）～5月7日（日）
　　　　10：00～16：00（最終日14：00まで）
場　所：自然発見館 体験工房
共　催：岐阜県博物館

企画展

無料

剥製の標剥製 標本も本も

）、

0まで）で0まで）

雨天中止

雨天決行

開催日時：平成29年6月3日（土）
　　　　　17:00～21:00　※雨天中止
参加者数：先着 15組30人程度
対　　象：5歳～小学4年生の親子
参加料金：大人3,000円 子ども1,500円 
集合場所：ガラスドーム
協　　力：自然発見館

ストライダー乗車体験＆BBQ
開催日時：平成29年6月24日（土）
　　　　　16:00～20:00　※雨天中止
参加者数：先着 15組30人程度
対　　象：3～6歳児の親子
参加料金：大人3,000円 子ども2,000円
集合場所：河川環境楽園 東口駐車場
協　　賛：アウトドアショップ フリーク（岐阜県大垣市）

一人一家族の申し込みに限ります。

日

(木)


