
夜の
水族館

企画展

木舟遊覧
７月・８月　10:00～12:00　13:00～17:00　※平日は11:00～
9月・10月　平日、土日とも10：00～12：00　13：00～16：00
木曽川水園 下流　※雨天中止
大人（高校生以上）300円　小人（3歳～中学生）100円、2歳以下は無料

日時

場所
参加費

船頭さんが操船する木舟に乗って、
        木曽川水園の夏の風景を楽しもう！

オアシスパーク
お問合せ先

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

ホームページ
0586-89-82000586-89-6766
https://aquatotto.com

アクア・トトぎふ のイベント情報夏夏

アクアトト 検索

わかりやすい プログラミング体験講座

ハートブレッド
　  アンティークが
    NEWオープン
オープン日から1週間
豪華祝袋を販売！

ネコ顔の「ネコパン」
1斤  ¥486

10：00～18：00
17：30
500円～

最終参加受付
営業時間10：00～18：00

17：40
3歳以上
600円（5歳未満は要保護者同伴600円）参  加  費

参  加  費対       象

営業時間
最終参加受付

❶8/1（木） ❷8/8（木）
午前の部（10：00～12：00）
午後の部（14：00～16：00）の2部制
ガラスドーム ※開始15分前より受付開始
小学校1～6年生
※1～3年生は保護者同伴、
　4～6年生はお子さまのみの参加

先着各回12名
3,240円（税込）
Meets Vision HP 入力フォームより
7/1（月）10：00～
（株）ドングルズ
Meets Vision 
058-252-5519

対　　象

定　　員
参 加 費

主　　催
お問合せ

申込方法

日　　時

受付場所

7/13（土）～9/1（日）の土日祝
及び夏休み期間  ※雨天中止
10：00～17：00
400円（5歳未満は要保護者
同伴400円）※0～2歳無料　
せせらぎ広場

あわあわバブルガーデン

ふれあい動物園
開催日

参加費
時間

時間
料金

期間
料金

締切

定員
時間

期間
料金

料金

締切

定員

場所

7/13（土）～9/1（日）の土日祝
及び夏休み期間  ※雨天中止
10：00～17：00
500円
3歳以上（5歳未満は要保護者同伴500円）
わんぱくフィールド横

開催日

参加費
時間

対象
場所

雨や真夏も安心、涼しい店内で遊べる宝石探し 夏限定ミッションが登場！謎解きアドベンチャー

 NEWオープン！宝さがしアドベンチャー

木曽川水園・
　自然発見館 夏のおすすめ情報 お問合せ先

0586-89-7023

事前申込

チャレンジ滝行体験！

7月20日(土)、7月21日(日) ※雨天中止
13：30～15：00（1回5分程度） 
木曽川水園  大滝　　　  小学生以上
当日現地にて受付 　　   100円（保険料）

日時

場所 対象
受付 参加費
その他

木曽川水園を象徴する落差8ｍの大滝で、
滝行を体験してみよう

小・中学生は滝の直前で水しぶきを浴びる
までの体験となります。サンダル等の履き
物を履いてご参加ください（裸足不可）

8月12日（振休）～8月18日（日）
10：00～12：00　13：00～16：00
※最終日は12：00まで
自然発見館  体験工房
無料

日時

会場
入場料

夏の企画展「コウモリの不思議」

木曽川水園 親子プチシュノーケリング
　　　　　  体験ツアー

8月10日（土）、25日（日） 13：30～15：00　※雨天中止
木曽川水園　中流～大滝
小学生以上の親子2人ペア1組、各日定員5組
（心身ともに健康な方）応募者多数の場合は抽選
往復はがきによる事前申し込み（1組様1通のみ）
8月10日（土）分は7月26日（金）必着
8月25日（日）分は8月13日（火）必着
往復はがきに①郵便番号②住所③電話番号④参加者氏
名・年齢⑤希望日⑥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
〒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「シュノーケリング体験」係
１人：500円（保険料込み）
水中メガネ+シュノーケル（水泳ゴーグル不可）、グローブ
または軍手、着替え
水陸両用のラッシュガード・ラッシュタイツ（上下長袖）、
濡れても良い短パンまたは海パン、ウォーターシューズ
か濡れてもよい靴。※半袖、ショートパンツのラッシュ
ガード及びサンダルはご遠慮ください
（ヘルメット・ライフジャケットは貸与します。）

日時

対象
場所

服装
服装

受付
締切

参加費

応募先

応募方法

持ち物

木曽川水園の普段は入れない場所
を親子でシュノーケリングでめ
ぐってみよう。どんな生き物が見
られるかな？最後に渓流スライ
ダーと滝行体験にもチャレンジ！

人のいない木曽川水園の夜は沢山の
コウモリが舞います！今回の企画展
は、コウモリの不思議な体の仕組み、
暮らしをご紹介！

ＥＥネット発見館の環境教育
ボランティア体験会（大人向け）

８月３日（土）9：30～12：00
自然発見館
5名
お電話による事前申込
6/26（水）9：00より受付開始
100円（保険料）

日時
場所
定員
申込方法

参加費

日時
場所
定員
申込方法

参加費

自然発見館で環境教育ボランティアを行う
「ＥＥネット発見館」のイベント試行会に参加
して、環境教育ボランティアの活動を体験して
みませんか？

■ＥＥネット祭りのお菓子作り試行会

９月７日（土）14：00～17：00
かさだ広場
5名
お電話による事前申込
6/26（水）9：00より受付開始
100円（保険料）

■新境川でのＥボートイベント
　　　前日下見・準備（魚トラップ設置など）

濡れてもよい長そでシャツ・長ズボン、
濡れてもよい靴かウォーターシューズ
（サンダル、クロックス不可）
※川の中に入るため着替えが必要です。

  

往
復

　は
が
き

電話
申込

電話
申込

16：30～20：30　　　　40名
高校生以上：4,000円
中学生以下：3,300円
※年間パス会員は1,000円引き 
7/10  18：00まで

7/6（土）～9/1（日）  土日祝日開催
300円

16：30～翌9：30　　　　25名
大人：9,000円　小学生：7,000円
※年間パス会員は1,000円引き 
7/13  18：00まで

期間 7/13（土）～7/15（祝）　

期間 7/13（土）～12/8（日）　

幼児・小学生
入館無料！

毎年人気のプログラム「お泊りナイトツアー」。閉館後の水族館
を見学した後は、巨大魚ピラルクーが泳ぐアマゾン水槽前で
一晩過ごします。翌朝は水族館の開館準備も見学できますよ。

閉館後の水族館を特別に公開！おひとり様から
グループまでどなたでも参加OKです♪

開館15周年を記念いたしまして、幼児と小学生
の方の入館料金が無料となります。

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。
多彩な野生動物の生息地としても世界屈指。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。

バルサという木を使って、南米の大湿原パンタナー
ルにすむ魚をかたどったペンダントを作ります。

夜の水族館 アクア・トトぎふ 
お泊りナイトツアー！

パンタナールの
魚ペンダントをつくろう！

7/24
（水）

開催日7/5（金）

7/10（水）

7/27
（土）

開催日

7/13（土）～9/1（日）

【ものづくりワークショップ】

年間パスポート
キャンペーン

期間中に年間パスポートを購入
すると、3ヶ月のボーナス
がつきます。また、特別抽選会
に参加できます。

特殊な電熱ペンを使って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。ラインス
トーンやビーズを貼ってデコ小物も作れます。
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。

7/15（月・祝）、17（水）、19（金）、20（土）、24（水）、26（金）、
27（土）、29（月）～31（水）、
8/3（土）～17（土）、19（月）～31（土）
10：00～16：00（※夏休みを除く平日は15：00まで）

誰でもできるウッドバーニング

7/23（火）、24（水）、8/23（金）、24（土）
10：30～15：00

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
4/1（月）～30日（火）

自然発見館内通路 ※観覧無料

【ウッドバーニング作品展】
8/1（木）～31日（土）

自然発見館内通路 ※観覧無料

【ウッドバーニング作品展】

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。

粘土を平たく伸ば
し、違う色の粘土
を貼って模様をつ
け、直径12cmぐ
らいの豆皿を作り
ます。

押し花・グラスアート・
タイルクラフトを使った
小物作りや簡単なハ
ンカチ染め体験を行
います。

7/16（火）～18（木）、23（火）～25（木）、30（火）、
8/1（木）、6（火）、8（木）、20（火）、22（木）、
27（火）～29（木）  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）

7/15（月・祝）、
8/12（振休）、25（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
貼り付け、デ
コ小物を作り
ます。

参加費

400円より

7/29（月）、30（火）、8/5（月）、7（水）、19（月）　
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
して貯金箱や動物、昆虫などを作り
ます。

参加費

100円より

参加費 染色
体験1,700円　アレンジ体験　 1,000円より

7/13（土）、8/2（金）
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のスト
ラップを作ります。

参加費 1,000円より

7/15（月・祝）、27（土）、
8/3（土）、4（日）、10（土）、25（日）
10：30～15：00

ろくさんのおもしろ工作
7/15（月・祝）、28（日）、
8/4（日）、11（日）　11：00～16：00

7/28（日）、8/11（日）
10：00～16：00

お絵描き工作教室＆絵手紙

参加費 350円より参加費 500円より
参加費

300円より

7/16（火）～19（金）、22（月）、23（火）、
26（金）、29（月）、8/6（火）、9（金）、
20（火）、26（月）～28（水）、30（金）　
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、水鉄砲、竹ボッ
クリを作ります。

季節に応じて身近な
ものを利用した工作や
絵手紙をつくります。
※花火を描こう、
　石に絵を描こう、
　パステル画

参加費

わくわく粘土・輪ゴムで
飛ばす紙ひこうき・折り
紙で青むしやパンダを作
ります。

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。

8/24（土）
10：30～15：00

３Ｄカードを
    作ろう7/18（木）、19（金）、22（月）、25（木）、26（金）、

29（月）、30（火）、8/3（土）、5（月）、8（木）、9（金）、
12（振休）～14（水）、22（木）、23（金）、26（月）、
29（木）～31（土）　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

250円より 300円より

何を
つくろうかな

参加費 1,000円＋送料

7/21（日）、23（火）
①10：00～ ②11：00～ ③13：00～ ④14：00～

陶芸体験 ～オリジナル模様の
かわいい豆皿を作ろう！～

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。

7/14（日）、8/11（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

乾くと不思議な模様
が出る超透明ガラ
ス絵の具で塗り絵を
楽しんでステンドグ
ラスのような作品を
作ります。

※染色体験は事前予約　
　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

7/27（土）、8/10（土）
10：00～15：00

ディンプルアート体験

（市民参加イベント） TEL0586-89-7023
●お問合せ先●開催場所●期間

自然発見館 7/13 8/31 土 土いつでも参加OK!!

定員
各回
先着10名　

小箱・・・・・・・・・・・・・・500円
ストラップ・・・・・300円

★からくりおもちゃ作
り「つなのぼり」10時
20分までに受付
限定5組

作って遊ぼう！紙工作

テーマ 「手作りマジック工作教室」

【持ち物】
筆記用具、のり、
はさみ、定規、
ネームペン

定員：20人   対象：小学生（保護者同伴） 

精油を使ったクラフト作りを行い
ます。　＊アロマバー

8/2（金）、31（土）
10：00～15：007/3（水）～31（水）

9：30～19：00

香りを楽しもうミニ押し花の
小物作り作品展

自然発見館内通路 観覧無料

夏の イベント情報

※中学生以下は
   保護者同伴

※小学生と
　その保護者対象

高級食パン専門店
NEKO NEKO SHOKUPAN

が全国初出店！

年間パスポートは2回分の料
金でご購入いただけます。7/28はお休み


