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サリオパーク祖父江オータムフェスタ 

10月 8日（土）～10月 23日（日）開催！！ 

サリオパーク祖父江では、１０月８日（土）～１０月２３日（日）の期間、「サリオパーク祖父江オータムフェスタ」を開

催します。毎年恒例となっている大型砂像の展示のほか、家族連れが楽しめる各種体験イベントを行います。 

国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザを会場に開かれる「稲沢サンドフェスタ２０２２」では、「アナザースカ

イ ～憧（あこが）れの場所～」をテーマにした砂像が立ち並ぶ「砂の造形展」や、ミニ砂像を制作する「サンドアート

体験コーナー」など様々なイベントを開催します。 

また県営木曽川祖父江緑地では、「ふれあい動物園」などのイベントを行います。 

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。 

 

稲沢サンドフェスタ 2021「砂の造形展」の様子（写真左） 

◆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 

ワイルドネイチャープラザ担当 佐伯・小田 

電話 0586-51-7105  FAX 0586-51-7107  ホームページ https://kisosansenkoen.jp/ 

◆「稲沢サンドフェスタ 2022」に関するお問い合わせ先◆ 

稲沢サンドフェスタ実行委員会事務局（稲沢市役所都市整備課 髙瀬・赤松） 

電話 0587-32-1372 ホームページ https://inazawa-sandfesta2022.com/ 

【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。 

※添付資料：サリオパーク祖父江オータムフェスタ チラシ 

 

昨年の砂の造形展の様子（写真左）。サンドアート体験コーナー（同右上）や環境保全活動（同中央下）、ふれあい動物園（同右下）など各種イベントが開催されます 

 



サンドアート体験コーナー

・土月 日10 8 日日9
■時　　間／各日11：00～、14：00～

10：00～15：30　※小雨決行
・土月 日10 8 日日9 祝～土月 日10 月118 木日3

河岸砂丘、川砂を使った全国でも珍しいサンドアート！
今回は「アナザースカイ～憧れの場所～」をテーマに
砂像を制作します

・土月 日10 15 日日16

・土月 日10 22 日日23

・土月 日10 22 日日23
ラリーポイントをすべて回った方には
抽選でハロウィングッズ等をプレゼント

10月 日 土8
日 日23～

プレーパークときのわ

日月 日10 16
日月 日10 2 日月 日10 23

日月 日11 13

～土月 日10 29 月月 日11 28 水日30

木曽川祖父江緑地、ワイルドネイチャープラザで実施
する自然の中で、自由に思いっきり遊ぶイベント。
■参加費：無料
■場　所：①木曽川祖父江緑地多目的広場
　　　　　②ワイルドネイチャープラザピクニック広場
■主　催：プレーパークときのわ
■後　援：長岡連区委員会、サリオパーク祖父江イベント実行委員会

ウインドサーフィン
 ＳＵＰクルージング
  ＳＵＰヨガスクール
ウォータースポーツの楽しさだけでなく、川での活動におけ
る「安心」「安全」など良好な河川環境を維持することの重要
性も伝えます。
■場　所：ワイルドネイチャープラザ馬飼ビーチ
■主　催：ＭＳＰ
■後　援：サリオパーク祖父江イベント実行委員会

森のようちえん
 指導者養成講座
自然の見つけ方や感じ方を次世代の指導者に伝えます。
■対　象：幼稚園教諭、保育士、森のようちえんに興味をお持ちの方
■定　員：１０名（先着順、定員に達し次第締め切り）
　　　　　※お子様連れの参加はご遠慮ください。
■参加費：１００円（保険料）
■持ち物：動きやすい服装、飲み物、雨天時は雨具（カッパ、長靴等）
【ワイルドネイチャープラザ】
■日　時：
　　　　　９時４５分～１３時００分
■場　所：国営木曽三川公園
　　　　　ワイルドネイチャープラザ 中央駐車場
■申　込：お電話による事前申し込み
　　　　　（ＴＥＬ：０５８６-５１-７１０５ ※１３８タワーパーク）

【木曽川祖父江緑地】
■日　時：
　　　　　９時４５分～１３時００分
■場　所：木曽川祖父江緑地 管理棟
■申　込：お電話による事前申し込み
　　　　　（ＴＥＬ：０５８７-９７-４２５５）

祖父江
 ぎんなんマルシェ　

ぎんなんグルメを始め､和菓子･農作物などを販売しています。
１0月はハロウィン版、１１月は拡大版として開催します。
■時　間：①９：３０～１３：００
　　　　　②９：００～１５：００　
■場　所：祖父江ぎんなんパーク
■主　催：稲沢市、祖父江町商工会

①

2023年

②

① ②

日時・参加費等
詳細はコチラ

詳細はコチラ

公園の案内は
コチラ

～土月 日11 19 日日27 ～土月 日1 14 日日15

そぶえ
 イチョウ黄葉まつり　　

祖父江町の有名な
“イチョウと祖父江ぎんなん”を満喫できます。
黄金色に染まるイチョウの立ち並んだ風景は絶景です。
■時　間：９：００～（初日のみ８：４５～）
■場　所：祖父江ぎんなんパーク、祐専寺
■主　催：そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会

全日本
 シクロクロス選手権　

自転車でオフロードを走る競技「シクロクロス」の全日本選手権が開
催されます。１１月２６日（土）、２７日（日）にはプレ大会も開かれます。
■時　間：８：３０～１５：００　
■場　所：ワイルドネイチャープラザ祖父江砂丘
■主　催：公益財団法人日本自転車競技連盟
■後　援：サリオパーク祖父江イベント実行委員会

雨天決行

雨天中止

JR東海承認済

協　力 /稲沢市消防署、名古屋市消防局、mizube38

https://inazawa-sandfesta2022.com/

年始までの管理事務所・有料施設休業日：毎週月曜日（ただし祝日が重なる場合は最初の平日）、
12月29日（木）～1月3日（火）

年始までの休園日：11月14日（月）、12月12日（月）、12月31日（土）、1月1日（日）

あこが

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため予定を変更・中止する場合があります。イベント参加の際は、ソーシャルディスタンスにご配慮いただきますようお願いします。



竹てっぽうを作ってあそぼう

サンドアート体験コーナー

ワイルドネイチャープラザ環境保全活動

アナザースカイ ～憧れの場所～
あこが

ラベンダーサシェ（匂い袋）作り 秋のちびっこまつり ちびっこテニス教室

土

■時　間：10：00～15：00（最終ゴールは15：30）
■ラリーカード配布場所：木曽川祖父江緑地 中央広場

■時　間：10：00～15：00
■定　員：先着30名
■場　所：木曽川祖父江緑地 中央広場
■参加費：100円

クイズカードを持ってサリオパークを
満喫しよう！ラリーポイントをすべて
回った方には、もれなく抽選でハロ
ウィングッズ等をプレゼント

公園でとれたラベンダーを
使って、サシェ（匂い袋）を
作ろう。

雨天中止

日月9 18日
■時　間：10：00～15：00
■場　所：木曽川祖父江緑地 中央広場
■参加費：内容による

スタンプラリー、ふわ
ふわ遊具等の催しを
開催します。

3日木月11 祝

■時　間：10：00～11：30
■定　員：先着20名（要予約）
■場　所：木曽川祖父江緑地 テニスコート
■参加費：300円

小学生以下のお子様対象
の硬式テニス教室です。

日13日月11

8日 日9日10月 ・

・

土8日 日9日10月 ・8日 祝3日10月 11月 木

土8日 祝3日10月 11月～ 木

①10：30 ②13：00 ③14：30
■定　員：各回先着４組
■場　所：ワイルドネイチャープラザ
　　　　　中央広場ゾーン

■募集方法：当日受付　■定　員：各回50名

■場　所：ワイルドネイチャープラザ ピクニックゾーン

■時　間：10：00～15：00
■場　所：木曽川祖父江緑地 中央広場
■参加費：300円（3才未満無料）

■参加者：当日自由参加（各回50名）　

懐かしい竹細工を作って遊びます。

ミニ砂像づくりを通じて、砂やサンドアー
トを身近にお楽しみいただけます。気軽に
参加できます。

官民協働で園内の清掃作業を実施します。

ワイルドネイチャープラザの砂丘ゾーンにおいて、砂の中
にある石やゴミなどを拾い砂丘の保全活動を行います。
「緑化木配布事業」補助イベントの一環として、参加者全員
に苗木をプレゼント。

大人気の新幹線のミニトレインに乗ってみよう。

河岸砂丘の砂を使った全国でも珍しいサンドアートです。コ
ロナ禍で、まだ気軽に旅行等へ行くことができない日々が続
いています。そこで、砂像を見に来てくれた方々がまるで旅
行をしているような気分になれるように“皆さんの心に残っ
ている思い出の場所や風景、行ってみたい場所”をテーマと
して砂像を制作します。

第１１回そぶえウォーキング大会

土8日10月
■時　間：10：30～12：00
■場　所：ワイルドネイチャープラザ
　　　　　ピクニックゾーン

祖父江地区まちづくり推進
協議会主催によるウォーキ
ング大会を実施します。

グルメコーナー

土8日
日9日

10月
・ 日9日土8日10月

10：00～15：30

10：00～15：00

各日11：00～、14：00～

・ 日9日土8日10月
①11：00　②12：00　③13：00　④14：00　⑤15：00

日9日10月 8：00～9：00

■場　所：ワイルドネイチャープラザ
　　　　　中央広場ゾーン

地元農産品の販売やフード・
ドリンクなどのお店が集まります。

切り株ペイント・招き猫ペイント

日9日10月
■時　間：10：30～15：00
■場　所：木曽川祖父江緑地 中央広場
■参加費：１００円～

切り株、招き猫の貯金箱にお絵かき
をします。

土月 日10 22 日日23
■時　間：13：00～15：00
■場　所：祖父江ワイルドネイチャー緑地

毎月、祖父江ワイルドネイチャー緑地及び
河川域にて実施している水難救助訓練を
見ることができます。訓練後はヘリコプ
ターの展示も予定しております。
※緊急時には展示を取りやめる場合があります。

土月 日10 8

日日16土月 ・日10 15

雨天中止

お問合せ先：稲沢市役所治水課（0587-32-1389）

各回30分前
受付開始

各回30分前受付開始

各回30分前受付開始

■時　間：10：00～15：00
■場　所：木曽川祖父江緑地 多目的芝生広場
■参加費：300円（3才未満無料）

㈲いちご動物園／愛知県豊田市二タ宮町西ノ洞12－1／展示／動本第453号／H19.5.11～Ｒ9.5.10／取扱責任者　原　裕二JR東海承認済

ウサギとのふれあいや、ヤギやヒツジへの
餌やりを体験できます。（餌代は別料金）

日日23土月 ・日10 22

土

（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　）

雨天中止 雨天中止 雨天中止

お問合せ先：稲沢市役所祖父江支所（0587-97-2121）

消防防災ヘリコプターでの

　水難救助訓練の披露

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため予定を変更・中止する場合があります。イベント参加の際は、ソーシャルディスタンスにご配慮いただきますようお願いします。


