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2018 夏 

保存版 

平成 30 年 6 月 12 日

マザー牧場イベントインフォメーション 

2018.７／7（土）～2018.9／2（日） 
大人も子供もびしょぬれ爽快！！牧場の夏を本気で遊ぼう♪ 

今年もマザー牧場の夏は涼しくて楽しいイベントが盛りだくさん。なんといっても注目は、 

風物詩（！？）ともなりつつある水の大砲「ウォーターキャノン」。『ドッカ～ン！』と 

迫力満点の音を轟かせ、驚異的な水の塊を発射します！さらに今年は3種類の「水のトンネル」 

が初登場！すべて通るとびしょぬれ間違いなし！着替えの準備をして Let’s チャレンジ♪ 
もちろん大好評の「カブトムシ館」もオープン！巨大な虫かごのなかで約100匹ものカブトムシ

とふれあえる他、ユニークなカブトムシ釣りや、あの世界最大のカブトムシ「ヘラクレスオオカブ

ト」との記念撮影もできちゃいます！ 

夏休みは家族で楽しめるマザー牧場へぜひお越しください♪ 

◆イベント概略◆ 
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■ウォーターキャノン■ 

3つの水の大砲「ウォーターキャノン」から発射される水の塊で大人も子供もびしょぬれに！ 

草原で思いっきり水遊びしてみませんか！？ 

◆開催日◆ ７/7(土)・8(日)・14(土)～9/2(日) 

◆時 間◆ 平 日  ①12:00  ②14:45 

土日祝・8/11(土)～15(水) 

①10:15  ②12:00 ③14:45

            （各回約10分） 

◆場 所◆ みどりのひろば 

◆料 金◆ 無 料 

※天候などにより中止する場合があります。

※水に濡れるイベントです。着替えの用意をお勧めします。 

■噴水危機一髪■

樽に空いた穴にナイフを慎重に刺していこう！ 

ハズレの穴に突き刺すと樽から一気に水が噴き出しびしょぬれに！ 

このハラハラ・ドキドキ感が面白い！ 

◆開催日◆ ７/7(土)・8(日)・14(土)～9/2(日) 

◆時 間◆ 平 日  ①11:30  ②14:15 

土日祝・8/11(土)～15(水) 

①9:45   ②11:30 ③14:15

            （各回約15分） 

◆場 所◆ みどりのひろば 

◆料 金◆ 無 料 

※天候などにより中止する場合があります。

3つの水の大砲 

ウォーターキャノン

は迫力満点！！ 
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■水のトンネル■

全部通るとびしょぬれ必至！！3種のトンネルが新登場♪ 

暑くなったら通っちゃおう！ 

◆開催日◆ ７/7(土)～9/2(日)  

◆時 間◆ 9：00～16：30 

◆場 所◆ みどりのひろば 

◆料 金◆ 無 料 

※天候などにより中止する場合があります。 

※水に濡れるイベントです。着替えの用意をお勧めします。 

■草原のシャワー■

日本一広い！？草原のシャワーが、マザー牧場一眺めが良い“みどりのひろば”に 

今年も登場♪房総の山並みを背景に記念撮影すれば、SNS映え間違いなし！ 

もちろん汗をかいた後のシャワーにもどうぞ！ 

◆開催日◆ 7/14(土)～9/2(日)  

◆時 間◆ 平 日  ①12:15  ②15:00 

土日祝・8/11(土)～15(水) 

①10:30   ②12:15 ③15:00 

            （各回約15分） 

◆場 所◆ みどりのひろば 

◆料 金◆ 無 料 

※天候などにより中止する場合があります。 

※水に濡れるイベントです。着替えの用意をお勧めします。 

 ※石鹸やシャンプーは使用不可。 

■アヒルの大行進“夏休みバージョン”■

おなじみ「アヒルの大行進」が、夏は、水しぶきをあげて涼しげに開催！ 

短い足で涼しげな池を目指して全力疾走するアヒルたちに注目！ 

さらに“仔アヒル”も参加して「仔アヒルの水泳教室」も開催します。 

◆開催日◆ ７/14(土)～9/2(日) 

◆時 間◆ ①10:00 ②11:45 ③14:30（各回約１５分） 

◆場 所◆ みどりのひろば「アヒルの大行進」会場 

◆料 金◆ 無 料 

※雨天時は、内容を変更する場合がございます。
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かっこいいカブトムシとふれあおう！カブトムシ釣りや 

写真撮影もできる「カブトムシ館」が夏季限定オープン！ 

◆開催日 7/14（土）～8/26（日） 

◆場 所 多目的ホール 

◆時 間 10：00～16：30 

■ふれあいジャングル■ 

巨大虫カゴの中で約１００匹のカブトムシと

自由にふれあう事が出来ます。

◆料 金◆ 300円

      ※300円でふれあいジャングルと 

       カブトムシ釣りの両方体験できます。 

■カブトムシ釣り■ 

カブトムシを釣ってみよう！ 

専用の釣り具を使って上手に釣り上げられるかな？ 

◆料 金◆ 300円 

      ※300円でふれあいジャングルと 

カブトムシ釣りの両方体験できます。

※釣ったカブトムシの持ち帰りは出来ません。 

■生体展示・パネル展示■

カブトムシを観察してみよう！ 

希少な種類の生体を展示します。 

マザー牧場にいる昆虫のパネル展示も行います。 

◆料 金◆ 無料 

■ヘラクレスオオカブトと記念撮影■

世界最大のカブトムシ、ヘラクレスオオカブトと写真を撮ろう！ 

カメラマンが撮った写真を１枚プレゼント！ 

◆料 金◆ 500円 

◆時 間◆ ①11：00 ②14：00 ③16：00 

      ※各回約30分 

「「カカブブトトムムシシ館館」」
ヘラクレスオオカブトともふれあえる！？人気施設が今年もオープン！！ 
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夏休み限定手作り体験！！ 

オリジナルのストラップや世界に一つだけのハンカチ・Tシャツを作っちゃおう！ 

■ククイとオーガンジーで作る人形ストラップ■

ハワイのシンボル“ククイの実”とオーガンジーリボンで夏らしい 

ハワイアン人形ストラップを作ろう♪ 

◆開催日◆ 7/14（土）～9/2（日） 

◆時 間◆ 開園～16：00（所要時間約30分） 

◆場 所◆ 山の上体験工房 

◆料 金◆ 1,200円 

※対象は、小学生以上です。 

■タイダイ染め■

使う色や布の絞り方で様々な模様が出来上がる染物体験。 

カラフルでもシンプルでも、デザインは自由自在♪ 

世界に一つだけのハンカチやTシャツを作ろう！ 

◆開催日◆ 7/14（土）～9/2（日） 

◆時 間◆ 開園～16：00（所要時間約30分） 

◆場 所◆ 山の上体験工房 

◆料 金◆ 900円～ 

※対象は、３歳以上です。 

■手作り望遠鏡■

白い紙筒（鏡筒）にシールを貼ったり、好きな絵を 

描いてオリジナルの天体望遠鏡を作ろう！ 

◆開催日◆ 7/14（土）～9/2（日） 

◆時 間◆ 開園～16：00（所要時間約15分） 

◆場 所◆ 山の上体験工房 

◆料 金◆ 1,000円 

※対象は、幼稚園年少以上です。 
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■ブルーベリー摘み■ 

マザー牧場のブルーベリーは約２０００株！機能性食品として

注目されているブルーベリーはおみやげにもおすすめです！

◆開催日◆ ７月下旬～8月下旬 

◆時 間◆ 9:00～ ※毎日先着２００名

◆場 所◆ フルーツ農園 

◆料 金◆ 参加料 ２００円／１００ｇあたり２００円 

  （例：３００ｇの摘み取りで ８００円） 

※作況により、受付時間・人数等が変更になる場合があります。 

※食べ放題ではありません。 

※天候などにより中止する場合があります。 

■ブルーベリージャム作り■

摘み取ったフレッシュなブルーベリーでジャム作りが体験できます。 

◆開催日◆ ７/21(土)～9/2(日) 

◆時 間◆ ９:00～16:00  

◆場 所◆ フルーツ農園 

◆料 金◆ 3００円（砂糖・ビン代） 

※摘み取った果実のない方は、別途果実代６００円が必要です。 

■フルーツソフト トロピカルマンゴー■

夏の定番フルーツ“マンゴー”を使った 

季節限定フルーツソフトが新登場！！ 

冷たいバニラソフトにジューシーなマンゴーがたっぷり♪ 

◆期 間◆ 7/20（金）～8月下旬 

◆場 所◆ まきばCAFÉ・WAKUWAKU・ローズマリーCAFÉ 

◆料 金◆ 500円 

【お客様のお問い合わせ先】マザー牧場：0439-37-3211 

【リリースに関してのお問合せ先】 

発信元：株式会社マザー牧場  〒299-1601 千葉県富津市田倉940-3 

TEL.0439-37-2875    FAX.0439-37-2100 

担当者：宣伝課 保田・石井・星野・佐藤

ブルーベリー

の季節です♪

夏夏のの味味覚覚「「ブブルルーーベベリリーー」」


