
開催場所 国営木曽三川公園三派川地区センター（１３８タワーパーク）
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木曽三川公園管理センター

開 催 計 画（案）
平成30年3月15日現在



2018いちのみやリバーサイドフェスティバル  開催テーマ  水辺でタイムトリップ 

 木曽川沿いの豊かな自然の中で楽しめるゴールデンウィークの市民参加イベントとして、すっかりおな
じみとなりました「いちのみやリバーサイドフェスティバル」は、今年で24回目を迎えます。
 2018年は『水辺でタイムトリップ 』をテーマとして開催します。
 あのときのできごと、現在のできごと、そして未来ではこんなことができるようになるであろうという
ことを想像してイベントを作り上げます。2019年には新しい元号になることが予想されます。以前のこと
は懐かしく振り返り、新しい時代に向かってワクワクで胸の高鳴りがするようなイベントを作り上げま
す。
 水辺を利用する活動団体、行政機関、企業の皆様のご協力により、体験や展示等の催事を行います。
 また、恒例となりました一宮市消防音楽隊や地元中学校ブラスバンドの演奏、太鼓実演、人気のキャラ
クターショー等の野外ステージや消防高所作業車試乗体験など、今年も盛り沢山の催事をご用意しており
ます。ご家族、ご友人お誘いあわせのうえ、ぜひ「2018いちのみやリバーサイドフェスティバル」にお越
しください。

いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会
会長 一宮市長 中野 正康

◆ メッセージ ◆



花と緑の広場
特産農産物販売

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

愛知西農業協同組合 あいちのかおり米で作った団子、たこ焼きの販売 毎日（ ２）
一宮市養蜂組合 蜂蜜（福来蜜）の販売 毎日（ ３）
一宮市女性農業者会議 手作り漬物・ジャム等手作り加工品、花の販売 毎日（ 4）
一宮市浮野養鶏㈱（うきうき村） 尾張の卵の販売等、食ブランド認定商品（ヘルシーカレー、炭焼き風焼とり等） 毎日（ 5）

植木・花苗の販売、小学校入学記念樹引換え
行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

(協)一宮グリーンクラブ 苗木・花苗・野菜苗の販売
(有)角田ナーセリー 苗木・花苗・野菜苗の販売
稲沢市植木生産振興会 植木・苗木の販売 毎日（ 7）

小学校入学記念樹引換え 一宮市
小学校に入学した児童の健やかな成長を願って入学記念樹を配布する。
（事前に各学校に配布した「入学記念樹引換券」と交換）

毎日（6,7）

フードバザール 一宮小商業協同組合 毎日（60）

イベント広場
信州木曽路からのおくりもの

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

木曽広域連合
木曽ごへー本舗
アルプス物産㈱
ボン･プラン
㈱ファーストグリーン
うるし塗り工房こばやし

郷土物産の販売
行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

郷土を味わおう        明や 和菓子（わらび餅、山菜おこわ、鬼まんじゅう）の販売 毎日（12）

郷土物産の販売 東白川村 五平もち、朴葉寿司、つちのこ焼き、草大福、ジャガイモドーナツ
5月4日 5日
（13）

農産物フェア

木曽路の大物産展

毎日（ 6）
尾張大植木市

毎日（11）

・物産展…五平餅の販売、漬物、おやき、中華まんの実演販売、大福もち、から
すみ、飲料、木工品、生椎茸、乾椎茸、木曽ヒノキ精油、うるし塗り箸、ヒノキ
五角箸の販売
・木工体験…ひのきの箸づくり
・観光案内
・信州木曽路の霊峰「御嶽山」の天然水の試飲（３日間）



ツインアーチ１３８展望階
ゲーム大会

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

無料ゲームプレー コナミアミューズメント㈱ アーケードゲームの無料ゲームプレー
毎日

（タワー展望階）
3Dプリンタの実演

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

3Dプリンタでいちみんをつくろう ㈱モワノー 3Dプリンタでいちみんを作成
5月5日

（タワー展望階）

セントルイス広場
いろいろな体験・活動展示・物販

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

くらしの新情報
(公社)愛知県宅地建物取引業協会
西尾張支部

ハートマークぬり絵、ハートマーク風船、ボックスティッシュの配布
 5/4バルーンショー（野外ステージ）

5月3日 4日
（15）

(公社)愛知県建築士事務所協会
一宮支部
一宮災害対策建築協力会

新鮮な野菜や果物等の販売
来場者参加のせり市

大協青果㈱
一宮地方総合卸売市場

新鮮な野菜や果物等の販売
来場者参加のせり市 新鮮な野菜、果物を安く販売
 （１１ ３０、１４ ００ １日２回）

5月3日 4日
（18）

工作 修文大学 幼児も参加できる簡単な工作
5月5日
（18）

これからも変わらぬ安心届けます
（県営水道・工業用水道）

愛知県尾張水道事務所
浄水施設パネル展示、水処理実験、水処理体験教室、カッパ君折り紙、カッパ君
(着ぐるみ)

5月3日 4日
（19）

春の植物を使った寄せ植え教室 一般社団法人日本ハンギングバスケット協会
愛知県支部尾張地区 春の植物を使った寄せ植え教室 毎日（20）

園芸相談
・多肉植物寄せ植え体験

グリーンアドバイザーあいち たねダンゴ作り、多肉植物の寄植え（有料） 毎日（21）

夢おこし展 愛知県立起工業高等学校 3日 化学実験、４日 イライラ棒・UFOキャッチャー、５日 うちわの製作 毎日（22）

自然エネルギー体験 一宮災害対策電気協会
太陽光発電Ｆ１カーレース
LEDの販売等

毎日（23）

献血活動 一宮中ライオンズクラブ 愛の献血活動
5月3日
（24）

「ＩoＴ」で住宅が
もっと快適・安心・便利

パナソニック㈱
電気の利用状況や料金の見える化が可能。
住宅内の電気設備を一括コントロールしスマホからコントロールを可能

毎日（25）

ストローハウス 毎日（16,17） ストローハウス、ワークショップ



セントルイス広場
いろいろな体験・活動展示・物販

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

缶バッヂの製作、自転車発電機等展示
生徒木工作品製図作品等展示、木工製品・ペン立て・恐竜骨格組立模型の販売
パネル・作品の展示、セメントを利用した体験

5月4日 5日
（26、27、28、

29）

ミニ電車試乗会、ＥＶカー試乗体験、実習作品展示 （28、29）

木曽川クイズ 愛・地球博記念公園管理事務所 木曽川クイズ、クラフト教室(木のバッジ、石の置物等作成)
5月3日
（26）

大芝生広場
苗木配布

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

苗木の配付 愛知県緑化推進委員会

緑化の推進を図るため、14:00よりアンケートにご協力いただいた方に苗木を進
呈（1日120本予定）
 5月3日 カロライナジャスミン
 5月4日 ブルーベリー
 5月5日 ローズマリー

毎日（午後2時）
（36）

車両展示
行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

愛知県警による車両展示 愛知県警察 パトカー、白バイの展示
5月4日
（35）

自衛隊による車両展示 自衛隊 車両の展示や子供用の制服を着て記念撮影
5月5日
（35）

つどいの広場
体験イベント

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

セグウェイ乗車体験 もっとあそぶドットコム セグウェイ乗車体験 毎日（37）

愛知県立一宮工業高校  楽しい体験



水辺広場
いろいろな体験・活動展示・物販

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

河川再生計画 トンボと水辺環境研究所 エビすくい、河川再生パネル展示、撮影用顔出しパネル 毎日（40）

びおっこに生息する生き物
自然を愛する市民の会
びおっこの会

活動記録のパネル展示、水棲生物の生態展示
自然･生き物に関するクイズ、生態系ピラミッド模型を組み立てる参加型学習

毎日（41）

親子環境教室 キューブの会 身近な素材を作品にリサイクル 毎日（42）

ごみの減量に努めよう 一宮市環境センター
ごみ減量と分別についての啓発活動
５日のみ浄化槽設置の補助金制度についての啓発活動

毎日（43）

ボカシを暮らしの中に (福)おりすと福祉会 ボカシ、綿菓子の販売
5月3日 4日
（44）

(福)コスモス福祉会

いずみ第２作業所

ミニミニフェア 水野産業 おもちゃの販売 毎日（46）

一宮市上下水道部

第一環境㈱
一宮市指定水道工事店協同組合

親子でふれあい楽しく遊ぶ 一宮幼児の遊びの研究会 手芸コーナー、手作りおもちゃコーナー、おみやげコーナー 毎日（49）

親子工作教室 自然を楽しむグループ ストロートンボ、紙コップで作るけん玉を親子で作成 毎日（50）

子供押し花教室 日本レミコ押し花学院 さくらの会 押し花作品の展示、子供を対象に無料押し花作り体験 毎日（51）

緑の中でスカウト活動
日本ボーイスカウト
愛知連盟尾張西地区

活動紹介・展示、楽しいクラフト作り 毎日（52）

木曽川の遷り変わり 一宮市尾西歴史民俗資料館 木曽川の変遷を時代ごとに比較、川とのかかわり方のパネル展示 毎日（72）

障害者の手作り作品展 毎日（45）軍手、手作り縫製製品、キャンドル等の販売

きれいな「水」を未来まで 毎日（48）

川や海をきれいにしよう~缶マグネット製作・下水道クイズ
水道・下水道相談コーナー
水と遊ぶ 水中コインゲーム
給排水工事相談コーナー



水辺広場
いろいろな体験・活動展示・物販

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

リサイクル品の販売 (公社)一宮市シルバー人材センター 小物(古布細工、手芸等)･ベビー用品のリサイクル品、農産物・木工芸品の販売
5月3日 4日
（53）

私たちの庭の会紹介 私たちの庭の会 パネルを作成してボランティア活動を発表 毎日（54）

ホタルも生育できる
水辺環境を知ろう

一宮平成ホタルの会
生育環境の整備ででた廃棄材の活用と子供たちへの環境保護意識の啓発、竹細工
教室、竹細工の販売

毎日（55）

手作り凧揚げ 日本の凧の会 尾張一宮支部 和凧の展示、和凧の体験教室 毎日（56）

お面づくり体験 造形野郎チーム QunQun
ヒートプレス技法によるオリジナルヒーローのお面づくり体験
撮影スポットでの記念写真も有り

毎日（57）

建築職人体験 「ＦＰの家愛知」わきよし建築
木曽桧のカンナがけ、桧丸太のノコギリ体験
木材の釘打ち、釘抜き体験、省エネ住宅のＰＲ他

毎日（58）

水辺広場
   フードバザール

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

一宮小商業協同組合
串カツ、焼きそば、フランク、カステラ、スノー、たこ焼、かき氷、からあげ、
ポテト、お好み焼きの販売等

毎日（60）

葉栗商工発展会 缶ビール、お茶、ジュース、かき氷、草もち、菓子、みたらし等の販売 毎日（59）

カレーハウスCoCo壱番屋 カレーライス・コロッケの販売 毎日（62）

いちば食品 寿司、おにぎり、弁当、お茶の販売 毎日（60）

 清掃ボランティア
行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

清掃ボランティア
西尾張明るい社会づくりの会
一宮地区

会場内のゴミ箱分別回収等清掃奉仕、アフリカへ毛布を送る運動の受付 毎日（47）

   フリーマーケット

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

フリーマーケット
いちのみやリバーサイド
フェスティバル運営協議会

水辺広場で実施（60店／日） 毎日

フードバザール



水辺広場
行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

雨水タンク・雨水浸透桝
・防水板の展示

一宮市治水課
一宮市雨水貯留浸透施設設置補助金及び防水板施設設置補助制度のＰＲ活動
雨水タンク・雨水浸透桝・防水板の展示

毎日（63）

稚鮎の放流 木曽川漁業協同組合 来場者が南派川に稚鮎を放流（１年間の稚鮎の放流事業の一環として）
5月3日
13:30

電動アシスト自転車試乗会 パナソニックサイクルテック㈱ 電動アシスト自転車の坂道登り試乗会 毎日（73）

ラフティング体験
いちのみやリバーサイド運営協議会
（YHAラフティング）

南派川でのラフティング体験（有料） 毎日（74）

シートベルトを掛けよう 日本自動車連盟（ＪＡＦ） 衝突体験車(ＪＡＦシートベルトコンビンサー)による時速５ｋｍの衝突体験 毎日（64）

ワイルドクッキング 木曽川漁業協同組合 いけすのマスをつかみどりにし、塩焼きにして青空のもとで食べる 毎日（65）

一宮市消防本部 高所作業車の体験試乗、スモークハウス体験、放水体験

一宮防災ボランティア
ネットワーク

災害写真、家具転倒防止モデル写真展示
防災クイズ、ぬりえ体験

危機管理課 地震体験車 毎日（67）

市民水ロケット教室・大会 日本宇宙少年団一宮分団育成会

4日 市民水ロケット教室 10時受付 先着80名 ペンシル水ロケットを作って打ち上げ
5日 〃 大会 水ロケットの製作、打ち上げ
 対象 幼児（保護者同伴） 高校生
 午前の部 10時  午後の部 13時30分  ともに定員80名 事前申込

5月4日 5日
（68）

ＳＵＰヨガ blue yoga
S.U.P.(Stand Up Paddle Board）を使用し、水の上でヨガを愉しむという新感
覚のアクティビティ 予約制

5月3日（69）

車両の展示 名古屋トヨペット㈱ 環境にやさしい車、介護福祉車等の展示、クラシックカーの展示 毎日（71）

毎日（66）
 災害に備えた体験



サイクリングロード（１３８タワーパークからフラワーパーク江南）
ウォーク＆サイクリング

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

木になるクイズ 大野極楽寺公園管理事務所 樹木にちなんだ問題を園内の木に掲示する。様々なレベルの問題あり ５月4日（1）

ポタリング（サイクリング） サイクルショップPOPEYE 昭和時代の自転車の展示、ロードバイクの試走、２人乗り自転車試走等
5月3日 4日
（70）

野外ステージ
野外ステージを楽しもう

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

野外ステージイベント
いちのみやリバーサイド
フェスティバル運営協議会

プログラム参照（９ページ） 毎日

会場内全域
写生画コンクール

行事 企画・運営 内容 開催日等（テント番号）

 ○期間中、以下の内容で写生画コンクールを実施 毎日

画題・・・・・リバーサイドフェスティバル関連（作品は原則として一人一点）

画材・・・・・水彩、パステルクレヨン、クレヨンいずれも可

用紙・・・・・四つ切画用紙

対象・・・・・幼稚園・保育園児、小学生、中学生

作品の提出・・催事期間中（５月３ ５日）に総合・イベント・水辺の各案内所
で受付（画用紙は各案内所でも有料で提供）

リバーサイド
スタンプラリー

いちのみやリバーサイド
フェスティバル運営協議会

テーマ関連催事をめぐるスタンプラリー
（スタンプを集めて抽選会に参加）

毎日

「緑の募金」活動 一宮市緑化推進市民協議会
 国民全体で森林を守り育てる運動として発展するため、「緑の募金」活動をイ
ベント会場内で実施します。

毎日

大道芸人パフォーマンス 大道芸人による1日3組のパフォーマンス 毎日

いちのみやリバーサイド
フェスティバル運営協議会

いちのみやリバーサイド
フェスティバルを描こう
写生画コンクール



吹奏楽

一宮市民
吹奏楽団

2018いちのみやリバーサイドフェスティバル野外ステージプログラム
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５
月
３
日

(

木

)

主
催
者
挨
拶

9:50 10:30 11:10 11:50
太鼓 中学校 中学校

ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ

12:40 13:20 14:00 14:50 15:30
中学校 中学校 ハワイアン

バンド
ハワイアン
バンド

太鼓

40分 40分 30分 50分 30分 40分

南部中学校 尾西第三中学校 西成中学校イメイカ
アイランダース

一宮市 イメイカ
アイランダース

由喜太鼓

40分 40分 40分

太鼓サークル
ぽんぽこ

大和中学校
消防音楽隊

５
月
４
日
（
金
）

9:40 10:50

主
催
者
挨
拶

11:50 12:40 13:10 13:50 14:30

＆ ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ バンドショー ＆バルーン ＆バルーン

15:00 15:40
警察 警察 中学校 ハワイアン 腹話術らいぶ 太鼓 日本舞踊 腹話術らいぶ 太鼓 中学校

ききょうクラブ 奥風太鼓 丹陽中学校
ＰＲ アロハ・フレンズ 星野トチロー 星野トチロー

ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ
交通安全 ｓｈow ｓｈow
防 犯

愛知県警音楽隊
野首信美と 春明太鼓今伊勢中学校

15:10
太鼓 第２回 第２回

10:20

３０分 40分 40分

５
月
５
日
（
土
）

9:40

主
催
者
挨
拶

７０分 40分 5０分 ３０分 40分 40分

クレヨンしんちゃん

キャラクターショー

一宮太鼓

ｱﾆﾒｿﾝｸﾞ

６０分40分 30分５０分

11:50
第１回

キャラクターショー

クレヨンしんちゃん

６０分

吹奏楽
11:10
第１回
ｱﾆﾒｿﾝｸﾞ

Rosaire

30分

12:50

新体操・ダンス

修文大学

70分

14:00 14:30
吹奏楽

木曽川
ポップスバンド

４０分

軽音楽部

Rosaire





番号 テントブース名 番号 テントブース名 番号 テントブース名 番号 テントブース名

2 愛知西農業協同組合 1 総合案内所 25 愛･地球博記念公園(3日）、愛知県立一宮工業高校(４，５日） 35 　　一宮警察署（4日）、自衛隊一宮地域事務所（5日）

3 一宮市養蜂組合 10 協賛者ブース 26 愛知県立一宮工業高校 36 苗木配布

4 一宮市女性農業者会議 15 （公社）愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 27 愛知県立一宮工業高校

5 一宮市浮野養鶏㈱ 16 （公社）愛知県建築設士事務所協会一宮支部 28 愛知県立一宮工業高校(ミニ電車試乗体験） 37 もっとあそぶドットコム

6 （協）一宮グリーンクラブ 17 一宮災害対策建築協力会 29 愛知県立一宮工業高校(EVカー試乗会）

7 稲沢市植木生産振興会 18 大協青果㈱（３，４日）、修文大学（５日） 30 　　パナソニック㈱

8 一宮市花いっぱい組合 19 愛知県尾張水道事務所（３、４日）

60 一宮小商業協同組合 20 日本ハンギングバスケット協会愛知県支部尾張地区

21 グリーンアドバイザーあいち

9 いちのみやリバーサイドフェスティバル運営本部 22 愛知県立起工業高校 モワノー（５日）

11 木曽広域連合 23 一宮災害対策電気協会 コナミ　アミューズメント

12 明や 24 一宮中ライオンズクラブ(３日）、愛知県立一宮工業高校（４，５日）

13 東白川村

番号 テントブース名 番号 テントブース名 番号 テントブース名 番号 テントブース名

39 水辺案内所、　一宮市治水課 53 日本ボーイスカウト愛知連盟尾張西地区 64 日本自動車連盟（ＪＡＦ）

40 トンボと水辺環境研究所 54 （公社）一宮市シルバー人材センター 65 木曽川漁業協同組合

41 びおっこの会 55 私たちの庭の会 66 一宮市消防本部、一宮防災ボランティアネットワーク

42 キューブの会 56 一宮平成ホタルの会 67 地震体験車

43 一宮市環境センター 57 日本の凧の会　尾張一宮支部 68 日本宇宙少年団一宮分団育成会（４、５日）

44 （福）おりすと福祉会（３、４日） 58 造形野郎　チーム　Ｑun Ｑun 69 SUP　ヨガ（3日）

45 （福）コスモス福祉会、いずみ第２作業所 59 「ＦＰの家愛知」わきよし建築 70 サイクルショップ　ポパイ（３、４日）

46 水野産業 61 葉栗商工発展会 71 名古屋トヨペット㈱

47 西尾張明るい社会づくりの会　一宮地区 62 いちば食品 48 一宮市尾西歴史民俗資料館

49 一宮市上下水道部、第一環境㈱、一宮市指定水道工事店協同組合 60 一宮小商業協同組合 73 パナソニックサイクルテック㈱

50 一宮幼児の遊び研究会 63 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 74 YHAラフティング

51 自然を楽しむグループ

52 日本レミコ押し花学院　さくらの会

水　辺　広　場

　　○2018いちのみやリバーサイドフェスティバルブース配置表

花と緑の広場 セントルイス広場 大芝生広場、つどいの広場ほか

イベント広場 タワー展望階



花と緑の広場

愛知西農業協同組合 木曽川漁業協同組合 トンボと水辺環境研究所 (公社)一宮市シルバー人材センター
(公社)愛知県宅地建物取引
業協会西尾張支部

中学校ブラスバンド 一宮太鼓

一宮市浮野養鶏㈱ 一宮市治水課
自然を愛する市民の会び
おっこの会

私たちの庭の会
(公社)愛知県建築士事務所
協会一宮支部

南部中学校 奥風太鼓

一宮市女性農業者会議 パナソニックサイクルテック㈱ キューブの会 一宮平成ホタルの会 一宮災害対策建築協力会 西成中学校 由喜太鼓

一宮市養蜂組合 YHAラフティング 一宮市環境センター 日本の凧の会　尾張一宮支部 一宮災害対策電気協会 大野極楽寺公園管理事務所 大和中学校 春明太鼓

一宮グリーンクラブ 日本自動車連盟（ＪＡＦ） (福)おりすと福祉会 造形野郎チーム　Ｑun Ｑun 今伊勢中学校 太鼓サークルぽんぽこ

(有)角田ナーセリー 一宮市消防本部 (福)コスモス福祉会 「ＦＰの家愛知」わきよし建築 尾西第三中学校

稲沢市植木生産振興会
一宮市防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

いずみ第２作業所 一宮小商業協同組合 大協青果㈱ 大芝生広場 丹陽中学校 受 付 庶 務

一宮小商業協同組合 水野産業 カレーハウスCoCo壱番屋 修文大学 自衛隊一宮地域事務所 一宮市消防音楽隊

イベント広場 いちば食品 愛知県尾張水道事務所 一宮警察署 一宮市民吹奏楽団

木曽広域連合 一宮市上下水道部 葉栗商工発展会 木曽川ポップスバンド

アルプス物産㈱ 一宮市指定水道工事店協同組合
日本ハンギングバスケット協
会愛知県支部尾張地区

つどいの広場 野首信美とアロハ・フレンズ 会 場 清 掃

ボン･プラン
日本宇宙少年団一宮分
団育成会

第一環境㈱ グリーンアドバイザーあいち もっとあそぶドットコム イメイカ　アイランダース
西尾張明るい社会づくり
の会一宮地区

木曽ごへー本舗 SUP ヨガ 一宮幼児の遊びの研究会 愛知県立起工業高校 星野トチロー

㈱ファーストグリーン 名古屋トヨペット㈱ 自然を楽しむグループ 一宮中ライオンズクラブ 修文大学

うるし塗り工房　こばやし サイクルショップポパイ
日本レミコ押し花学院さくら
の会

タワー展望階 ききょうクラブ 駐 車 場

明や モワノー ロザイア 一宮建設協同組合

東白川村
日本ボーイスカウト愛知連盟
尾張西地区

愛・地球博記念公園管理事務所 コナミ 一宮警察署

愛知県立一宮工業高校

　　○2018いちのみやリバーサイドフェスティバル運営組織図

いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会
運営本部　：　０８０－２６１４－７４９３

（会長　一宮市長　中野　正康）

１３８タワーパーク　：　０５８６－５１－７１０５いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会幹事会

一宮市まちづくり部公園緑地課　：　０５８６－２８－８６３６いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会事務局

催　　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　　運　　　　　　　　　　　営　　　　　　　　　　　体　　　　　　　　　　　制

水　　辺　　広　　場 セントルイス広場 野外ステージ

いちのみやリバーサイ
ドフェスティバル運営
協議会事務局



アンパンマンショー

◎マイカー利用の場合

・１３８タワーパーク・光明寺公園方面

（駐車場番号①～⑦）
国道２２号を北に進み、『一宮木曽川インター北』
交差点を右折して、すぐ東海北陸自動車道側道
で左折、北へ約５分。

・大野極楽寺公園方面（駐車場番号⑧～⑩）

国道２２号の『中島通三丁目』交差点から県道を
北進し、『西浅井』交差点を左折、『浅井町大野』

交差点を右折して、最初の交差点を左折した大

野極楽寺公園内駐車場へ。

◎バス利用の場合

・名鉄一宮駅バスターミナル３番のりば発
一宮市総合体育館行きで『１３８タワーパー
ク』バス停下車徒歩すぐ。

交通アクセス・駐車場案内図

◎駐車場のご案内

①

②③

④

⑥

⑤

⑨

⑩

⑧

１３８タワーパークバス停

⑦

番号 駐車場 台数

①② 138タワーパーク第１・２駐車場 380

③④ 光明寺公園第３･４駐車場 340

⑤ 河川敷臨時駐車場 500

⑥ 河川敷臨時駐車場 1,000

⑦ 河川敷臨時駐車場 200

⑧ 大野極楽寺公園第1駐車場 160

⑨ 大野極楽寺公園多目的広場臨時駐車場 500

⑩ 大野極楽寺公園第２駐車場 150

3,230合計


