
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 内海・山田・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 

 

１３８タワーパーク さくら祭り 

２０２３年３月１１日（土）～４月９日（日） 

 

２０２３年２月１６日 

・雅楽やオカリナで楽しむひと時 和を楽しむ演奏会（3/25） 

・楽しく買い物 空と森のマルシェ（3/11，12） 

 

 

国営木曽三川公園１３８タワーパークでは、春のおとずれと共に桜咲く景色をご覧いただける期間にあわ

せて、「さくら祭り」を開催します。期間中は公園内と公園に隣接する木曽川堤のサクラをはじめ、演奏会や

サクラを知り楽しむ講座と展示、マルシェなど、お花見と合わせて楽しめるイベントが盛りだくさんです。 

思い思いの楽しみ方でお過ごしください。                  ※添付資料：さくら祭りイベントチラシ 

・木曽川堤防に植えられたヒガンザクラとシダレザクラを中心

とする桜並木です。 

・この堤防は「御囲堤」と呼ばれ、江戸時代に作られました。 

・サクラが植えられたのは明治１８年（1885）。昭和２年

（1927）に国指定文化財に指定されました。 

 

・木曽川堤（サクラ）  

・期間中の主なイベント        

・公園内のサクラ    

・エドヒガン、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ等、

１０品種、約１７０本のサクラをご覧いただけます。 

・エドヒガンは自生していた樹齢約１３０年の大木もみら

れ、大切に保護しています。 

 

○家族で楽しむ 

・木曽川堤のサクラを１０倍楽しむ講座（3/21、3/26） 

・「木曽川堤（サクラ）」その歴史を紐解く（3/4～4/9） 

  

・アートする昆虫展～形-katachi-～(3/11～4/23) 

・地上１００mの階段のぼりに挑戦！（3/11～5/7） 

○さくらを学ぶ 

○ツインアーチ１３８で楽しむ 



春は                        が登場します！キッチンカー

自然の中で花いっぱい！

空と森のマルシェ

10：00 ～ 16：00（受付終了 15：30）

タワー入館料（団体料金）＋100 円（保険料）

513 段あるタワーの非常階段をのぼってみよう！

地上 　　 ㍍の階段のぼりに挑戦100 !

カブトムシのツノ、クワガタムシのオオアゴなど、

世界の虫たちの「カタチ」に迫る展示です。

協力：空色編集室

自然の中で花いっぱい！

空と森のマルシェ

江戸時代の絵図や昭和初期の写真などから、

歴史や現状、保護活動についてご紹介する

パネル展示です。

手作り雑貨の販売 　 ワークショップ

キッチンカー 　 音楽や踊りも楽しめます。

受
付

3/4    ～4/9（土） （日）

料金

30 名（最低開催人数 10 人）

３/1（水）10：00 から電話と WEB で受付開始

①11：00 ～　②13：30 ～

野外ステージ

優雅な音色とゆったりした春のひと時を。

TEL.0586-51-7105
愛知県一宮市光明寺字浦崎 21-3

問合せ・イベント申込み
木曽三川公園

公式 HP

3/21（火・祝）

3/25（土）

3/26（日）

30 名（最低開催人数 10 人）定員

イベント広場、野外ステージ場所

10：00 ～ 16：00時間

場所

場所

時間

9：30～17：00時間

9：30～17：00

ツインアーチ１３８展望階場所

時間

ツインアーチ１３８展望階場所

定員

申込方法

時間

場所

場所

講師

場所定員

講師

場所 138 タワーパーク 会議室
大野極楽寺公園  管理棟前

11:00～12:00 11:00～12:00

「サクラの見分け方と標本カードづくり」 「サクラを守る～皆で守ろう！サクラパトロール」

サクラの種類を学び、花やつぼみで標本カードを作ります。 サクラの価値や現状を学び、桜並木を歩いて観察します。

愛知県埋蔵文化財調査センター  洲嵜 和宏 一宮市文化財保護審議会委員  前田 隆司

一宮市博物館 学芸員

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、大野極楽寺公園

主催：一宮市博物館
共催：大野極楽寺公園

時間

料金

アートする昆虫展～形-katachi-～アートする昆虫展～形-katachi-～

138 タワーパーク

協力：一宮市博物館

3/11   　12（土）、 （日）

3/11    ～5/7 の土日祝（土） （日）

3/11    ～4/23（土） （日）

協力：高原 寛徳

協力：高原 寛徳

木曽川堤のサクラを  　倍楽しむ講座

タワー入口前・園内各所のイベント看板から

２次元バーコードを読み込んでスタート

場所

定員 景品交換

3/18     ～27（土） （月）

テクテクさんぽ～さくら編～

デジタルスタンプラリー

テクテクさんぽ～さくら編～

デジタルスタンプラリー

先着 250 名 管理センター（粗品交換は 9：30 ～ 16：30）

料金

スマートフォンを持って 7 つのポイントを巡ろう！

全てのスタンプを集めた方には粗品をプレゼント！

無料

各回 10 家族

桜の石鹸を作ろう

桜の花を入れた万華鏡を作ろう

土壌生物を観察しよう

桜のモイストポプリを作ろう

桜の枝でランプシェードを作ろう

138昆虫調査隊 「春の虫編」138昆虫調査隊 「春の虫編」

自然体験プログラム自然体験プログラム

①10：00 ～ 11：30    ②13：00 ～ 14：30

3/11（土）10：00 から電話受付開始

3/21（火・祝）は「外国の昆虫と一緒に写真を

撮ろう、触ってみよう」を開催！ 15：00 まで

自然体験施設

ツインアーチ１３８前に集合

サクラの楽しみ方や文化財としての管理について学びます。 

両日参加の方には博物館オリジナル限定缶バッジをプレゼント！

雅楽戦隊かなでる〜ん、奥田善樹、時代殺陣連珠出演

10：00 ～ 16：00  ※昼休憩あり

管理センター会議室 　　　　25 名（小学生以上） 

3,000 円　  　　　　 2/18（土）10：00 から電話受付開始                  

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

※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。

　講習後は認定証が、検定に合格するとワッペンが授与されます。

料金 申込方法

定員

3/18（土）

4/8（土）

3/25（土）

3/11　　12（土）、 （日）

4/1　　2（土）、 （日）

4/8　　9（土）、 （日）

3/18　　19（土）、 （日）

3/26（日）

3/21（火・祝）

時間

場所

災害時を生き抜くスキルを学ぶ！チームで

役割分担や情報をまとめる方法を体験。

君もサバイバルマスターになろう！チームビルド編君もサバイバルマスターになろう！チームビルド編

入館料のみ

料金 入館料のみ

公園の南側に隣接する木曽川堤の桜並木は、国の名勝

及び天然記念物に指定されており、一宮市北方町から

江南市草井まで約９km 続きます。

料金 100 円 / 人

無料

小雨
決行

小雨
決行

荒天
中止

雨天
中止

雨天
中止

雨天
決行！

荒天
中止

「木曽川堤（サクラ）」 ～その歴史を紐解く

【木曽川堤（サクラ）】【木曽川堤（サクラ）】

3/11土
4/9 日

2023

休園日：3/13月

昆虫採集や観察を通じて生態や生物の多様性について

学びます。※昆虫はイベント終了後に逃がします。

地上 　　 ㍍の階段のぼりに挑戦100 !

和を楽しむ演奏会和を楽しむ演奏会

電 話

WEB

0586-51-7105

タワー編 大野極楽寺公園編

無料休憩所横、つどいの広場 詳細は HP→

時間、定員、料金
などの詳細は HP→

https://logoform.jp/form/Z3LR/209368

春は                        が登場します！キッチンカー
桜の仲間の観察と押し花クラフト
協力：近藤 修（NACS-J 自然観察指導員）

親子自然工作教室
協力：もくパラ倶楽部

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

感染症拡大状況に応じて、イベント内容を変更また
は中止する場合があります。お出かけ前にホーム
ページをご確認ください。

締め切りは 17:00 まで3/15（水） 3/22（水）


