
名古屋から車で30分、大阪からも意外と近い、ホテル予約に日帰り温泉、
 

ナガシマリゾートで満喫、水上イルミネーションにイルミネーションのトンネル、 

なばなの里イルミネーションは思い出いっぱいナガシマでお得に過ごす  

 

TOP > なばなの里TOP

 過去過去過去過去のおのおのおのお花花花花アルバムアルバムアルバムアルバム 

    ※季節のお花のようすが年間を通じて参考にできます。 

 「「「「なばなのなばなのなばなのなばなの里里里里」」」」    写写写写真真真真掲掲掲掲示板示板示板示板 

    ※お花の写真集まれ。あなたもレポーターに！ >>こちら 

 開花開花開花開花状状状状況況況況チェックチェックチェックチェック！！！！今見頃今見頃今見頃今見頃のおのおのおのお花情報花情報花情報花情報 

 ※天候や気温等により開花状況は変化し実際とは若干異なる場合がございます。 

【【【【2010201020102010....11111111....19191919】】】】 今週末チェック！「なばなの里イルミネーション無料パーク＆無料バスライド」（先着限定）実施情

報！！〔イルミネーション情報〕

【【【【2010201020102010....11111111....18181818】】】】 【速報】 ベゴニアガーデン内 「バラ園」好評につき 11月30日まで ※9時～17時限定  〔なばな

の里〕

【【【【2010201020102010....09090909....17171717】】】】 なばなの里の地ビールのおみやげに500ml瓶がでました 〔なばなの里〕

【【【【2010201020102010....09090909....12121212】】】】 人気パティシェの作る、ドーナツとバームクーヘンがお土産で人気No1！連日売切れ！見つけた

時が買い時です！ 〔なばなの里・村の市〕

【【【【2010201020102010....04040404....02020202】】】】 テンツーファイブで今一番ヒット商品！1日10個の貴重なメガメロンパン 〔なばなの里〕

【【【【2009200920092009....03030303....16161616】】】】 写真の撮影方法についてのお願い ※三脚禁止、ほか       〔なばなの里〕

 



 

 

希望荘希望荘希望荘希望荘 

料金 料金 料金 料金 11,080円  円  円  円      チェックイン チェックイン チェックイン チェックイン pm3:30         チェックアウト チェックアウト チェックアウト チェックアウト am10:00  

高原の緑に囲まれた源泉の宿、希望荘。温泉成分の分量と組成は近隣有名泉の4 5

泉としての適応症は抜群です。明日の健康に、ご宿泊はもちろん日帰り入浴もお気軽にお

 

【【【【日帰日帰日帰日帰りりりり入浴入浴入浴入浴】】】】 

■入浴時間：１１：００～２２：００（最終受付２１：００） 

■大人：500円 子ども：300円（小学生） 200円（３才～） 

■露天風呂：有・サウナ有 ■貸切風呂：無 ■定休日：不定休 

住所住所住所住所
三重県三重郡菰野町湯

口）

TEL・・・・FAX 059-392-3181・059-392-

収容人数収容人数収容人数収容人数 156名

部屋数部屋数部屋数部屋数 30室（和室14、和洋室13

駐車場駐車場駐車場駐車場 90台

HomePage http://www.kibousoh.or.jp/

 

温泉・お宿一覧

日帰り入浴できる施設一覧

  search

 



 

露天風呂露天風呂露天風呂露天風呂（（（（昼昼昼昼）））） 

標高369mの菰野富士と肩を並べ、

東に伊勢湾が一望できる絶景露天

風呂。 

 

露天風呂露天風呂露天風呂露天風呂（（（（夜夜夜夜）））） 

伊勢湾まで広がる夜景を眺めなが

ら、至福のひと時をお過ごしくださ

い。 

希望荘希望荘希望荘希望荘源泉源泉源泉源泉

地下1,500m

湧きでる「絵

源泉。 

 

客室客室客室客室（（（（コテージコテージコテージコテージ風風風風）））） 

ウッディーなコテージ風「癒しのお

部屋」。平日限定の格安連泊プラン

もご用意。 

 

客室客室客室客室（（（（和洋和洋和洋和洋ワイドルームワイドルームワイドルームワイドルーム）））） 

展望デッキのある広々とした和洋

室。四季折々の自然の表情をお楽

しみください。 

おおおお料理料理料理料理 

ご宴会料理

創作会席をご

Copyright © 2007 湯の



 

  

 
ちょっと見てみる  

 

 

● モクモククリスマスパーティ2010 

12/10・17のみご予約受付中！ 

● モクモククリスマスツリーライトアップ 

● モクモクミニブタ大喜利第５弾結果発表＆第６

弾募集中！ 

● PaPaビアレストランは、今月毎週土曜日はブラ

イダルのため15：00までの営業となります

● 「モクモク元気な野菜塾」更新中！  

● モクモク 冬季営業のお知らせ  

● 秋の平日限定宿泊プラン 

● 秋限定の体験教室開催！ 

● ネイチャークラブ会員限定「野天もくもくの湯」

10周年記念 

● モクモクギフト「早期お届け

20％割引」締切３日前です！ 

 

● モクモク通販 12月お届け分 

早期割引申込 最終日です！ 

 

● 2011年「モクモクのおせち」ご

予約受付中です！ 

● 完売間近！「平成22年新米

餅」 

● 【農場レストラン 風にふかれて】(津店) 

11月24日 試作会を開催します。！

● 2010年9月17日（金）東名阪自動車道・御在所

ちょっと



 
 
 
 

 
秋のイベント更新中！  

 

ちょっと見てみる  

 
ちょっと見てみる  

 

  

 

サービスエリア上下線ともに、モクモクのお店

がオープンしました！ 

● 「玄米と野菜のお店・さらら」からのおしらせ

● 農学舎のくわくわ通信更新中！

● 農学舎の畑学校

 

援農隊援農隊援農隊援農隊
ものものものもの語語語語りのりのりのりの    

部屋部屋部屋部屋

壁紙壁紙壁紙壁紙ダウンダウンダウンダウン    

ロードロードロードロード

ミニブタミニブタミニブタミニブタ    

大喜利大喜利大喜利大喜利

ひょうたんをひょうたんをひょうたんをひょうたんを    

加工加工加工加工しようしようしようしよう

県県県県

(津)風にふかれて

こちらこちらこちらこちら

(四日市

こちらこちらこちらこちら

(鈴鹿)元

農場レストランモクモク 

こちらこちらこちらこちら

(松阪)時

こちらこちらこちらこちら

(名古屋

こちらこちらこちらこちら

(JR名古屋

農場レストランモクモク 

こちらこちらこちらこちら

(滋賀・

こちらこちらこちらこちら

 

農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム 

〒518-1392 三重県伊賀市西湯舟3609   

TEL：０５９５-４３-０９０９ FAX：０５９５-４３-２１００  

E-Mail： info@moku-moku.com  

(C)1999-2004 MOKUMOKU. All rights reserved 

ホームページ内のイラスト・画像など、すべての内容の複製を禁じます。



 開館時間･休館日・観覧料  

 交通案内  

 施設案内（フロアマップ）  

 イベントのご案内  

 展示のご案内  

 団体の方へ （ 一般／ 学校 ）  

 資料提供 （ 事業 ／ 研究 ）  

 お問い合わせ（一覧）  

【休館：月曜日】 

11月29日、 12月6日、 

12月13日、12月20日 

※2010年度の休館カレンダー 

(PDF形式：105kB) 

   

      サイト内検索

堅田堅田堅田堅田のののの郷士 居初家郷士 居初家郷士 居初家郷士 居初家のののの歴史歴史歴史歴史    

期間：2010年11月23日（火）～2011年3月13日（日） 

場所：Ｂ展示室「人と琵琶湖の歴史」 土蔵風ケース内 

 

産卵期産卵期産卵期産卵期をををを迎迎迎迎えたえたえたえたゼニタナゴゼニタナゴゼニタナゴゼニタナゴ 

環境省環境省環境省環境省レッドリストレッドリストレッドリストレッドリスト：：：：絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧ⅠAⅠAⅠAⅠA類類類類    

期間：平成22(2010)年11月16日(火)～12月5日(日) 

場所：水族展示室・ふれあい体験室前のトピック展示水槽 

 

旬旬旬旬のさかなたちのさかなたちのさかなたちのさかなたち『『『『アメノウオアメノウオアメノウオアメノウオ((((ビワマスビワマスビワマスビワマス))))』 』 』 』     

期間：平成22(2010)年11月2日(火)～ 

場所：水族展示室入り口通路 

 

滋賀滋賀滋賀滋賀ほんまもんのほんまもんのほんまもんのほんまもんの家家家家づくりづくりづくりづくり    

主催：滋賀らしい環境こだわり住宅 作り手ネットワークグループ  

期間：平成22(2010)年11月23日(火・祝)～12月12日(日) 

４月から１年間、様々な分野の第一人者として活躍されている方々を講師にお招きし、専門的

な内容をわかりやすくお話しいただきます。申込方法は【こちら】です。 

大学生大学生大学生大学生のおのおのおのお兄兄兄兄さんさんさんさん・・・・おおおお姉姉姉姉さんがつくったさんがつくったさんがつくったさんがつくったディスカバリーボックスディスカバリーボックスディスカバリーボックスディスカバリーボックス    

トピックトピックトピックトピック展示展示展示展示（（（（BBBB展示室展示室展示室展示室））））

水族水族水族水族トピックトピックトピックトピック展示展示展示展示（（（（水族展示室水族展示室水族展示室水族展示室） ） ） ） 

集集集集うううう・・・・使使使使うううう････創創創創る る る る 新空間 新空間 新空間 新空間 

琵琶湖博物館特別講演会 琵琶湖博物館特別講演会 琵琶湖博物館特別講演会 琵琶湖博物館特別講演会 >> 詳細

ディスカバリールームディスカバリールームディスカバリールームディスカバリールームののののイベント イベント イベント イベント >> 詳細

 ENGLISH  携帯用 

>> 広告募集のお問

イベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダー
質問質問質問質問コーナーコーナーコーナーコーナー

本日の担当：

楠岡（プランクトンの

** １１月 | １２月

写 真 で 見 る
博 物 館 ＆ ニ ュ ー ス

特別講演会特別講演会特別講演会特別講演会「「「「共生共貧共生共貧共生共貧共生共貧
のののの地獄地獄地獄地獄にににに対対対対してしてしてして軟着軟着軟着軟着陸陸陸陸
にににに――――」 」 」 」 

槌田劭（つちだたかし）先生

捨て時代を考える会相談役

表、京都精華大学元教

がありました。2010.11.20

収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭ととととチップチップチップチップづくりづくりづくりづくり    

博物館へ行こう！ インターネットで調べよう！ 博物館をもっと知りたい！ 



  

  

HOME  

 

 

香嵐渓の四季と周辺の見所  

足助の町並み  

周辺地域  

足助の宿泊案内  

観光ボランティア･ガイド 

   
  

※市外局番は０５６５です。 
   
  

 

観観観観光光光光案案案案内内内内

見学、体験施設 

三州足助屋敷 62-1188 マンリン蔵の中ギャラリー 62-0010

豊田市百年草 62-0100 神越渓谷マス釣り場 62-2150

城跡公園足助城 62-0770 香嵐渓グリーンファーム 62-1192

足助資料館 62-0387 足助のかじやさん 62-1000

御菓子司風外 62-0356 足助中馬館 62-0878

ゴルフ場

京和カントリー倶楽部 64-2011 セントクリークゴルフクラブ 64-2121

神社仏閣、歴史遺産

香積寺 62-0267 観音寺(風天洞) 64-2279

足助八幡宮 62-0516 昌全寺 67-2306

足助神社 平勝寺 62-2241

大鷲院 67-2727 心月院 



 

         

 
ホーム > かんてんぱぱガーデン 
 

 

 

  
 

かんてんぱぱホール｜青野恭典フォトアートギャラリー｜茶房 桂小場｜寒天レストラン さつき亭｜洋風寒天レストラン ひまわり亭 

インテリアショップ サンフローラ｜そば処 栃の木｜かんてんぱぱショップ 本店 （ 北丘工場 ）｜山野草園｜本社 

健康パビリオン （ R&D センター ）｜かんてんぱぱミュージアム 野村陽子植物細密画館 

 

本社・北丘工場周辺の緑地一帯を 「 かんてんぱぱガーデン 」 と呼びます。 

会社も街づくりの一環であり、また働く人や地域の人、訪れる人が安心して憩える空間

ある、というコンセプトのもと、かんてんぱぱガーデンは生まれました。 3万坪の敷地内

自生している赤松の木が、一本でも多く残るように工夫して整備しました。

 

  
晴晴晴晴のちのちのちのち曇 曇 曇 曇 

 

 
週間天気予報はこちら > 

 

降水確率（ 25日 → 25日）

06- 12 12- 18 18- 00

0 20 20

 
 

 

  もっと見

10.11.24 【お知らせ】冬期期間（12～2月）の営業時間のご案内 

10.11.22 【お知らせ】年末年始のガーデン休業のご案内

10.11.10 【更新】かんてんぱぱホール12月イベント情報 

10.11.05 11/6（土）に秋の野点の会を開催いたします

10.11.04 かんてんぱぱガーデン紅葉情報 11/4 

10.10.25 【更新】かんてんぱぱホール11月イベント情報 

10.10.22 【更新】ガーデン施設 営業日カレンダー 10～1月

10.09.06 かんてんぱぱガーデン花情報 9/6



 

 

 

 
 

 

 

イベントイベントイベントイベントのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ♪♪♪♪ 
クリスマスリースクリスマスリースクリスマスリースクリスマスリースをををを作作作作ろうろうろうろう！ ！ ！ ！ 
２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））開催開催開催開催！ ！ ！ ！ 参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料！ ！ ！ ！ 
≫≫≫≫詳細詳細詳細詳細はこちらはこちらはこちらはこちら 

 

プレーパーク プレーパーク プレーパーク プレーパーク 
～～～～冒険冒険冒険冒険あそびあそびあそびあそび場場場場のごのごのごのご案内案内案内案内～ ～ ～ ～ 毎月第毎月第毎月第毎月第３３３３土日 土日 土日 土日 
１０１０１０１０：：：：００００００００ごろごろごろごろ～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００ごろ ごろ ごろ ごろ ＊＊＊＊出入出入出入出入りりりり自由自由自由自由・・・・雨天決行 雨天決行 雨天決行 雨天決行 
    
※※※※１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日ののののプレーパークプレーパークプレーパークプレーパークはははは都合都合都合都合によりによりによりにより中止中止中止中止しますしますしますします。 。 。 。 

 

鞍ケ池公園管理事務所

〒471-0002 愛知

ご利用時間は、午前
年中無休（園内施設

 

Copyright (C) 2007 The Aichi-kogen quasi national park Kuragaike-park. All Rights Reserved.



  

～～～～たけすいたけすいたけすいたけすい・・・・トピックストピックストピックストピックス～～～～    

 

スタッフスタッフスタッフスタッフ募集募集募集募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

 

飼育嘱託員募集 

 

 

１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火・・・・祝祝祝祝））））はははは開館開館開館開館、 

翌日２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））が振替休館振替休館振替休館振替休館となります。 

 

 

※工事休館工事休館工事休館工事休館・・・・新水槽新水槽新水槽新水槽オープンオープンオープンオープンについてについてについてについて 

 

来年１月１７日（月）より２ヶ月間休館します。 

 

深海生物深海生物深海生物深海生物シーズンシーズンシーズンシーズン到来到来到来到来 

 

早早早早くもくもくもくも「「「「超貴重生物超貴重生物超貴重生物超貴重生物」」」」展示展示展示展示！！！！ 

捕獲報告は世界で１２匹！ 

うち２匹はなんと当館！ 

 

「「「「インドエンコウガニインドエンコウガニインドエンコウガニインドエンコウガニ」」」」 

 

展示中です。 

 

その他、続々展示スタート！ 

 

「ベニテグリ」 

「ヒシダイ」 

「ベニカワムキ」 

ちょっとしたミニ企画展開催中！ 

 

「「「「たけすいたけすいたけすいたけすい的的的的ナマコナマコナマコナマコ物語物語物語物語」」」」 

 

2010/11/23  スタッフ日誌更新。 

2010/11/21  スタッフのイチオシ生物を更新しました♪ 

2010/11/20  「工事休館のお知らせ」を掲載しました。 
来年１月１７日より２ヶ月間休館をします。 
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 
 
工事明けには新水槽とキレイなトイレができます。 

2010/11/18  スタッフ日誌更新。 

    
そのそのそのその他他他他ののののタケスイタケスイタケスイタケスイ情報情報情報情報 

    

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年タケスイタケスイタケスイタケスイ活動活動活動活動スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

イベント・企画展などの予定です。 

 

おおおお得得得得なななな年間年間年間年間パスポートパスポートパスポートパスポートのごのごのごのご案案案案内内内内 

１年間有効、期間中は何回でも大丈夫！ 

    

グルメハンターグルメハンターグルメハンターグルメハンターさんちゃんのさんちゃんのさんちゃんのさんちゃんの怪食怪食怪食怪食ブログブログブログブログ    

    

「「「「環境環境環境環境チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ」」」」活動活動活動活動ブログブログブログブログ    

市内の小学校で展開している海の環境学習活動 

 

 

 

 

竹島水族館竹島水族館竹島水族館竹島水族館のののの情報満載情報満載情報満載情報満載・・・・メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン！！！！ 

海辺の３館が毎月お届けするメールマガジンです。 

 



        

 

〒440-0897 
愛知県豊橋市松葉町三丁目1番

こどもこどもこどもこども未来館 未来館 未来館 未来館 ここにこここにこここにこここにこ 

  

  

ストローストローストローストローおじさんのおじさんのおじさんのおじさんの工作工作工作工作教教教教室室室室
11月27日（土） 
13:00～15:00 
会場：ここにこ広場 

大人大人大人大人のここにこのここにこのここにこのここにこナイトナイトナイトナイト    ～～～～ゴスペルコンサートゴスペルコンサートゴスペルコンサートゴスペルコンサート～～～～
11月27日（土）19:00
会場：ここにこ広場 

第第第第3333回回回回あそびあそびあそびあそびチャンピオンシップチャンピオンシップチャンピオンシップチャンピオンシップ
11月28日（日）13:00
※事前申込み制 

太極拳太極拳太極拳太極拳でででで心心心心もももも体体体体もゆったりしようもゆったりしようもゆったりしようもゆったりしよう
11月28日（日）・12月
13:00～13:30 
会場：2階スタジオA 

その他のイベント情報

◆◆◆◆こどもこどもこどもこども未来館未来館未来館未来館テーマソングテーマソングテーマソングテーマソングががががダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードできるようになりましたできるようになりましたできるようになりましたできるようになりました。 。 。 。 

◆◆◆◆11111111月月月月のののの休館日   休館日   休館日   休館日   4444・・・・10101010・・・・17171717・・・・24242424日日日日    

◆体験プログラムやイベントの報告など、日々の様子をブログでご紹
介。

◆館長からのメッセージをブログで掲載しています。

 



 

博物館セミナー「恐竜時代の生き物と環境⑧ 初期の恐竜とワニの先祖たち」を開催しま
す。（12月19日）   

恐竜アニメ映画、12月4日 の上映場所は、3階ガイダンスルームに変更になります。（12
月4日）   

2010年度海外恐竜化石発掘調査（中国浙江省・河南省）結果報告（11月19日）   

恐竜図鑑のページを、10周年リニューアル後のリストに更新しました。（11月11日）  

2010年特別展、来場18万人達成イベントを行いました。（11月1日）   

ダイノKIDSページ「恐竜むらへようこそ！」に、ペーパークラフト「アンキロサウルス」を掲載
しました。（11月1日）  

»これ以前の新着情報

 

 

 

 

 

 

 

 

開館開館開館開館10周年記念特別展周年記念特別展周年記念特別展周年記念特別展「「「「アジアアジアアジアアジア恐恐恐恐竜竜竜竜時代時代時代時代のののの幕開幕開幕開幕開けけけけ－－－－巨大恐巨大恐巨大恐巨大恐竜竜竜竜のののの進化進化進化進化－」－」－」－」

幕幕幕幕 

2007年、恐竜博物館は第三次恐竜化石発掘調査において巨大な骨化石、竜脚類の化石
を次々と発見しました。この竜脚類は、どこからやってきたどのような恐竜だったのでしょう
か？ 

私たちの住む日本を含めたアジア地域に恐竜が現れ、どのように進化していったのかとい
うことを、竜脚類を中心としてご紹介しました。中国四川省や雲南省から、竜脚類や古竜脚
の国内では初めての展示となる実物化石をご覧いただきました。多くの皆様のご観覧、誠に
ありがとうございました。詳しくはこちらをご覧になって下さい。 

 
次次次次のののの休館日 休館日 休館日 休館日  

12月8日、22日  

来月来月来月来月のののの常設展無料日 常設展無料日 常設展無料日 常設展無料日  

12月19日 （家庭の日） 

※詳しくは館カレンダーを。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福井県立恐竜博物館 福井県立恐竜博物館 福井県立恐竜博物館 福井県立恐竜博物館  

〒911-8601 

福井県勝山市村岡町寺尾51-11 

かつやま恐竜の森内 

開館時間 : 09:00～17:00 

TEL : 0779-88-0001 

FAX : 0779-88-8700 

E-

mail:info@dinosaur.pref.fukui.jp 
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