2021 年 2 月 22 日

さくら祭り開催のお知らせ
3 月 13 日（土）～4 月 4 日（日）
１３８タワーパークに隣接する国指定の名勝及び天然記念物である「木曽川堤（サクラ）」の桜が咲き誇り、長さ約９
ｋｍの見事な桜並木が続きます。その「木曽川堤（サクラ）」の魅力を伝える「サクラコンシェルジュ」などのイベントを
行います。
また、ツインアーチ１３８が３月２０日（土・祝）にリニューアルオープンいたします。当日午前９時２０分からは、ささ
やかではありますが、セレモニーを開催いたします。
ご多忙とは存じますが、是非ご取材並びにご掲載のほどよろしくお願いします。

【公園からのお願い】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日常的なうがい、手洗い、咳エチケットにご協力ください。発熱や呼吸器症状など体調不良を
感じた場合は、外出を控えてください。皆さまには、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆お問い合わせ先◆
〒491-0135 愛知県一宮市光明寺字浦崎 21 番地 3
138 タワーパーク企画広報 鈴木・小田・重本
電話 0586-51-7105 FAX 0586-51-7107
ホームページ https://kisosansenkoen.jp/
公園マスコットキャラクター ミズリン

ツインアーチ１３８がリニューアルオープンします！！
ツインアーチ１３８が３月 20 日（土・祝）
、リニューアル
オープンします。国産木材を活用し、木のぬくもりを感じられ
る空間に生まれ変わります。
リニューアルに伴い、自動改札が導入され、年間パスポート
が IC カードに変わります。電子マネー（manaka など）が使
える券売機も導入し、一宮市が進めるキャッシュレス社会への
移行にも貢献します。
当日、午前 9 時 20 分からは、リニューアルを祝したセレモ ツインアーチ１３８展望階利用料
団体
ニーを開催する予定です。一宮市市制施行 100 周年に合わせ、
利用区分
一般
タワー展望階当日券を購入された方先着 100 名に記念品（い
ちみんグッズ、木曽ひのき箸）のプレゼントも行います。
※すでにパスポートをお持ちの方は休館期間中の延長申請を含めてカードを交
換いたします。年間パスポートの新規発売は 4 月 1 日から再開します。

大人
15歳以上

小人
6歳以上15歳未満
5歳以下無料

（20人以上）

年間
パスポート

500円

400円

2000円

200円

160円

800円

※3月20日から料金体系が変わります

さくら祭り前半の主なイベント
プチボランティア みんなで木の実（アメリカフウ、ドングリ）を拾おう！
時間
開催日時
体験時間
場所
受付場所
内容
内容
その他

自然の中で花いっぱい！空と森のマルシェ
2 月 13 日（土）10:00～12:00（受付終了
11:30） ※雨天中止
３月13日（土）・14日（日）10：00～16：00
30 分程度
イベント広場 及び 野外ステージ
管理事務所前
テーマは“手作り”と”体験”。クラフト作家さんの想い、生産者さんの想いを作品やお花、野菜によって
アメリカフウやドングリを拾います。拾った木の実の一部はお持ち帰りいただくこともできます。
伝えるイベントです。ワークショップや演奏、ダンスなど、子供も大人も楽しめるイベントも開催。13日に
汚れてもよい暖かい服装でお越しください。軍手をご持参ください。

協力

はミュージカルも上演されます。
空色マルシェ、劇団シンデレラ

木曽川源流の里～木祖村からの便り～
開催日時
場所
参加費
内容
協力

3月20日（土・祝）～4月4日（日）9：30～17：00
ツインアーチ１３８展望階
無料（ただしツインアーチ１３８展望階利用料は必要）
木曽川の源流がある長野県木祖村と一宮市は木曽川上下流域として交流を行ってきました。「木祖村ってど
んなところ？」を知るパネルや木祖村の木工製品を展示します。
木祖村

さくらコンシェルジュ
開催日時
集合場所
参加費
内容
協力

3月21日（日）・27日（土） 各日13：00～15：00
ツインアーチ138 1階ロビー
無料
国指定の名勝及び天然記念物「木曽川堤（サクラ）」の魅力をご紹介します。
一宮市博物館
そのほかのイベントにつきましては、添付のさくら祭りのチラシをご覧ください。

ニュー・ノーマルに対応した公園の活用について
１３８タワーパークでは、感染対策に気をつけながら積極的に都市
公園を利用していただくために、国土交通省がまとめた「
『新しい生
活様式』を心がけて公園をつかおう！４つのポイント」を踏まえた、
公園の利活用を進めています。
新型コロナウイルスの感染状況が変化する中でも継続的に公園を
利用できるよう、４つのポイントに注意していただき、心と体の健康
を保つため、体を動かしたり、屋外でのリフレッシュをしてほしいと
考えております。

国土交通省 2020 年 8 月 7 日付報道資料
より

2021

3/13土 4/4日
日時

サクラコンシェルジュ 3/21

（日）、

27

ツインアーチ 138 1 階ロビー

定員

料金

地上 100 ㍍の階段のぼりに挑戦 !

（土）

国指定の名勝・天然記念物「木曽川堤（サクラ）」の魅力をご紹介します。
13：00 ～ 15：00
協力：一宮市博物館

場所

3/27（土）〜 5/5（水・祝）の土日祝

無料

513 段あるタワーの非常階段をのぼってみよう！
10：00 ～ 16：00（受付終了 15：30） 雨天
タワー入館料（団体料金）＋100 円（保険料） 中止

国指定名勝及び天然記念物

「木曽川堤（サクラ）」 を守る講座 3/27 （土）

展望階のイベント

木曽川堤のサクラにまつわる、文化財の保護活動に必要な知識を学びます。
10：00 ～ 12：00
ツインアーチ１３８ 1 階ロビー集合

20 名

無料

協力：一宮市博物館・葉栗連区地域づくり協議会

雨天
中止

みんなでボランティア！ 木曽川堤のサクラに樹名札をかけよう
木曽川堤のサクラに樹名札をかけながら、サクラのパトロールもします。

3/27

（土）

13：30 ～ 15：00
ツインアーチ１３８ １階ロビー集合
20 名
100 円（保険料含む）
雨天
協力：一宮市博物館、葉栗連区地域づくり協議会

木曽川源流の里〜木祖村からの便り〜
3/20（土・祝）〜 4/4（日）
木曽川の源流がある長野県木祖村と一宮市は木曽川上下流域と
して交流を行ってきました。「木祖村ってどんなところ？」を
木祖村イメージキャラクター
伝える写真や木工製品を展示します。
源流の源気くん

また「木祖村クイズに挑戦！」では木祖村にちなんだ 12 問とクロスワードを
楽しめます。期間中、タワー 1 階の BOX に｢解答｣と｢必要事項｣をご記入の上、
ご応募ください。
正解者の中から抽選で50名様に「源気くん」グッズをプレゼント！
協力：木祖村

国指定名勝「木曽川堤（サクラ）
」3/20（土・祝）〜
天然記念物
〜その歴史を紐解く

中止

参加特典：タワーグッズプレゼント！

木曽川堤のサクラを１０倍楽しむ講座 3/28

9：30 ～ 17：00（最終日は 15：00 まで）
無料（展望階利用料は必要）

（日）

午前は座学、午後は屋外で講習。講習終了後には認定試験もあるサクラ講座です。
11：00 ～ 14：30（昼食持参）
小雨 大雨
管理事務所会議室
無料
決行 中止
20 名 ※2/28（日）から電話受付開始
講師：愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室、
愛知県文化財保護指導委員
主催：愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室
共催：木曽三川公園管理センター
協力：一宮市博物館

4/4（日）

木曽川堤（サクラ）は国の『名勝』及び『天然記念物』に指定されており、地上 100ｍの
展望階からはサクラ並木が一望できます。堤の歴史や現状、保護活動などを展示します。
協力：一宮市博物館

「BISHU」
〜尾州織物の展示 3/20（土・祝）〜 4/29（木・祝）
木曽川流域の毛織物産地「尾州」で作られた織物を展示します。
高い技術により生み出される豊かな表情の織物をお楽しみいただけます。
協力：(公財)一宮地場産業ファッションデザインセンター

アートする昆虫展 〜色彩 -irodori- 〜
3/20（土・祝）〜 4/29（木・祝）
世界のチョウやタマムシ、コガネムシたちが春の暖かさに
誘われて今にも動き出しそう！？な昆虫標本の展示です。
今回は「尾州織物」とのコラボレーションも見所です。
協力：高原 寛徳氏、(公財)一宮地場産業ファッションデザインセンター

“手作り”
と“体験”をテーマしたワークショップや、
ステージでの演奏、ダンスも楽しめる 2 日間です。
13 日（土）にはミュージカルの上演もあります。

親子自然工作教室

3/27（土）

13：00 ～ 15：00

先着 20 名程度（12：45 より当日受付）

10：00 ～ 16：00
雨天
イベント広場、野外ステージ
中止
協力：空色マルシェ、劇団シンデレラ

自然体験施設

100 ～ 200 円 / 名 協力：もくパラ倶楽部

自然体験プログラム 毎週土日祝 生き物や植物をテーマにした自然体験プログラム
自然体験施設
①10：00 ～ 12：00 ②13：30 ～ 15：30
各回先着 15 ～ 20 個（当日各回 15 分前より受付）
100 円～ 800 円
3 月 20 日（土・祝）「機織り体験♪ミニタペストリーを作ろう」
3 月 21 日（日）「桜クラフト～桜染め＆しおり～」
3 月 28 日（日）「ストーンペインティング～カメ～」
4 月 3 日（土・祝）、4 日（日）
協力
「桜クラフト～押し花の ワックスバー＆押し花しおり～」 NPO 法人響愛学園

月・惑星・星雲・星団・二重星などの天体を一度に見られます。
18：30 ～ 20：00
第 4 駐車場に 18：00 集合
50 名 ※2/18（木）から電話受付開始
無料
協力：伊藤 佳代子氏、大野極楽寺公園

3/7（日）

君もサバイバルマスターになろう！

雨天
中止

第 3 弾 シェルタ 編
雨天

災害時に生き延びるために必要なスキルを学ぼう！ 決行
簡易的なシェルターをロープワークで作る方法を体験。
10：00 ～ 16：00（昼食持参）
ツインアーチ１３８入口前集合
3,000 円
25 名（小学生以上） ※2/7（日）から電話受付開始

ツインアーチ 138 リニューアルオープン！
3/20（土・祝）

入館は 9：30 ～

展望階が木の温もりを感じられる空間になりました！
当日券を購入された方、先着 100 名様に記念品をプレゼント！
ツインアーチ１３８展望階利用料

令和 3 年 3 月 20 日（土・祝）から
ツインアーチ１３８の利用料金が変わります。

協力：一般社団法人 72 時間サバイバル教育協会、葉栗連区地域づくり協議会

利用区分

自動改札導入に伴い年間パスポートが IC カードになります。
既にパスポートをお持ちの方は休館期間中の延長申請を
含めてカードを交換しますので窓口にお越しください。

※子供を対象としていますが、大人の方にも十分役立つ講習内容です。
検定に合格するとプログラムの認定証とワッペンが授与されます。

TEL. 0586-51-7105
※イベント受付は 10:00 ～ 17：00

開園時間
休園日

9 : 30 ～ 17 : 00
毎月第 2 月曜日（8 月、12 月を除く）

主催：国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所
木曽三川公園管理センター

団体
20 人以上

500 円 400 円

15 歳以上

小人
6 歳以上 15 歳未満

新規年間パスポートの発売は 4/1 から再開します。

〒491-0135
愛知県一宮市光明寺字浦崎 21-3

大人

一般

200 円 160 円

5 歳以下無料

公式 HP

Facebook

インスタグラム

スタッフブログ

