
【主催】 一宮市市民会館等指定管理者JNP一宮パートナーズ  　 【協力】 一宮地域文化広場、半田空の科学館、一宮高等学校地学部有志

※愛知県、及び全国公立文化施設協会のガイドライン等に沿った対策を行います。　※事前の検温、手洗い、手指の消毒、身体的距離の確保など、ご来場の際にご協力をお願いいたします。  
※体調のすぐれない方、体温が37.5度以上の方、咳などの症状のおありの方の入場はご遠慮ください。　※客席においても、マスクの着用等、感染拡大防止にご協力ください。
※ご予約時にいただいた氏名・電話番号は、新型コロナウイルスに感染された方がご来場の場合、保健所等公的機関に提供させていただきますことを予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公演内容を変更、または延期・中止させていただく場合がございます。

一宮市市民会館等自主文化事業「交流事業」

JR「尾張一宮」駅下車
または、

名鉄「名鉄一宮」駅下車

名鉄バス▶名鉄一宮駅バスターミナル4番のりば
「江南駅」行きまたは「江南団地」行き

iｰバス▶JR・名鉄一宮駅ビル西口、iバスのりば
「市民病院」行き

「両郷町口」下車

「市民会館」下車

南へ
徒歩約8分
東へ
徒歩約3分（子ども文化広場図書館）

※駐車場には限りがございます。なるべく公共交通機関をご利用ください。
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一宮市民会館

アクセス

無料駐車場有り

（受付時間9：00～19：00／休館日：第1・3火曜）

https://ichinomiya-hall.jp/
一宮市民会館ご案内

【お問い合わせ】 一宮市民会館 （0586）71-2021

一宮市民会館へのアクセス及び
駐車場案内はこちら

〒491-0028  愛知県一宮市朝日2丁目5番1号 Webサイトはこちら

（10：00開場）

電話・ウェブサイト（10:00～）
窓口（8日9:00～）

電話・ウェブサイト（10:00～）
窓口（15日9:00～）

【市民会館等友の会 先行販売】

【一般販売】

一  般

1,800円
市民会館等友の会 

1,600円
高校生まで 

800円

5 7 土

5 14 土

全席指定（税込） 

※満席になり次第締め切ります。※3歳以上は有料、3歳未満のお子様は保
護者お一人様につき膝上に限り1名様まで無料、座席が必要な場合は有料。
※お客様の都合による座席変更、キャンセルは一切受け付けておりません。

10:30開演①
（13：30開場）
14:00開演②

https://ichinomiya-hall.jp/

〉〉市民会館オンラインチケット
オンラインチケットでのご購入は
こちらから

一宮市民会館
（0586）71-2021 休館日：第1・3火曜

（受付時間9：00～19：00）

尾西市民会館
（0586）62-8222 休館日：第1・3火曜

（受付時間9：00～16：00）

木曽川文化会館
（0586）86-7581休館日：第2・4火曜

（受付時間9：00～19：00）

〉〉電話予約・窓口販売

※事前のご登録が必要です（無料）。
　友の会ご入会の場合、別途友の会会費が必要です。

※ご予約後のキャンセルや変更はお受けいたしかねます。
　予めご了承ください。販売場所

土令
和
４
年

同時開催
イベント！

一宮市民会館ホール

満天の星空と深宇宙、言葉と音楽のコラボレーション。
　　宙先（そらさき）案内人が悠久の時間へいざないます。

モバイルプラネタリウム
「星たまご」内で生解説

※詳しくは裏面へ。

※詳しくは裏面へ。

◀「星たまご」
提供：半田空の科学館

オルガニートワークショップ

事前
申し込み
必要

パチパチ穴あけ、手回しオルゴールの
曲を鳴らすカード作りです。

一宮地域文化広場のスタッフと作る
SDGｓ:クラフト工作

星空は自然のイルミネーション！
美しい世界をご堪能ください♪

一宮高等学校地学部有志が望遠鏡
の使い方を実演し教えてくれます。

半田空の科学館のプラネタリアンが
一宮の星空案内をします。

全問正解された方、先着100名様に
「半田空の科学館」オリジナルバッジをプレゼント！

星座あてクイズスタンプラリー
クラフト展示

星景写真パネル展示

望遠鏡体験
事前

申し込み
必要

★

★

★

★

参加
無料

参加
無料

★

★

10：00〜
14：00

半田空の科学館プラネタリウム入場料がバッジを見せると
夏休み期間中（8月31日迄）は半額になります！

★宙先案内人／高橋真理子
　★口笛／武田裕煕
　　★手回しオルゴール／宮本由利子
　　　★ピアノ／長尾有紀

そらさき

★ムーン・リバー（H.マンシーニ 作曲）
　★星めぐりの歌（宮沢賢治 作曲）
　　★風のとおり道～となりのトトロ（久石譲 作曲）

演奏曲目（予定）

@i_chiikibunka

一宮地域文化広場の
Twitterはこちらから▶

一宮市民会館ご案内図



日中ご連絡のとれる連絡先をご記入ください。

□携帯 □自宅

（　　　　）　　　　　ー　　　　　　ご住所

参加人数

年 齢

ふりがな

お名前 才

ふりがな

代表者様お名前
（ふりがな）

お名前

ふりがな

〒

※いただいた個人情報は当事業以外に利用することはありません。 ▼18歳未満の方は保護者のご同意と押印をいただいてください。

【申込書】

保
護
者
名

印

参加受付証 ※開催時間の15分前から受付を開始します。この参加受付証を第４会議室でお渡しください。

▢ オルガニートワークショップ （　　　　）人

※受付担当者は参加されるイベントのチェックボックスに、参加印を押してお渡しください。

（ ①9：30～ 　②12：45～ ）　　

オルガニートワークショップ 
（ ①9：30～10：20  ②12：45～13：35 ）　　

（ ①10：30～  ②11：20～  ③12：10～  ④13：00～ ）　　
▢ モバイルプラネタリウム （　　　　）人

（ ①10：30～  ②11：20～  ③12：10～  ④13：00～ ）　　
モバイルプラネタリウム

▢ オルガニートワークショップ  （　　　　）人×200円
▢ モバイルプラネタリウム       （　　　　）人×300円 合計金額 円

お申込みをされるイベントにチェックを入れてください。※両方同時のお申込みができます。

★各イベント共に持ち物は特にありません。

一宮市民会館受付窓口に下記申込書と参加費を添えてお申込みください。※電話予約不可
※お客様の都合によるキャンセルは一切受け付けておりません。

令和4年5月14日（土）10：00 ～ 6月19日（日）19：00まで申込期間▶
販売場所▶

参 加 費
定 員
対 象
講 師
会 場

開 催 日

1人200円（税込）
各回12名
小学4年生以上
宮本由利子（オルガニート愛好会）
一宮市民会館 第４会議室　

令和4年7月2日（土）
①9：30～10：20　②12：45～13：35

会 場

開 催 日

一宮市民会館 ホワイエ

令和4年7月2日（土）
①10：30～　②11：20～　③12：10～　④13：00～

参 加 費
定 員

1人300円（税込）
各回7名 ※定員になり次第に締め切ります。

お申し込みいただいた方に
「半田空の科学館 オリジナル星座早見盤」をもれなくプレゼント！

・モバイルプラネタリウム内は真っ暗になります。閉塞空間が苦手な方はご遠慮ください。
・内部はドーム形状を維持するため絶えず送風をしております。
・車椅子でのご利用をご希望される方は、予めお申込みの際に受付員にお申し出ください。　

オルガニートワークショップ モバイルプラネタリウム

1997年から山梨県立科学館天文担当として、全国のプラネタ
リウムで類をみない斬新な番組制作や企画を行ったのち、
2013年に独立、宇宙と音楽を融合させた公演や出張プラネタ
リウムを「とどける」仕事へ。2016年から仲間とともに「星つむ
ぎの村」を立ち上げ、2017年に法人化。本物の星空を見ること
のできない人たちに星空を楽しんでもらう「病院がプラネタリ
ウム」プロジェクトでは、全国からオファーがある。テレビやラ
ジオでも多く取り上げられ、2019年にはその活動に対して巌谷
小波文芸賞・特別賞を受賞。山梨県立大学非常勤講師。著書
に『人はなぜ星を見上げるのか―星と人をつなぐ仕事』（新日
本出版）、『星空を届けたい―出張プラネタリウムはじめまし
た！』（ほるぷ出版）、「すべての人に星空を―「病院がプラネタ
リウム」の風景」（新日本出版）一般社団法人「星つむぎの村」
ホームページ　https://hoshitsumugi.org

宙先案内人
高橋 真理子（たかはし まりこ）

そらさき

一般社団法人 星つむぎの村共同代表

７才からソルフェージュとバイオリンを習い始める。アンティークオルゴールに感銘を受
けたことをきっかけにオルゴールメーカーの三協精機製作所に入社。オルゴールの開発
に携わり、大型ディスクオルゴールの編曲を手がける。現在はフリーで手回しオルゴール

「オルガニート」の演奏家、編曲家としてコンサート、ワークショップなど「オルガニート」の魅力を伝える
活動を行っている。ホームページ「やさしいオルゴール」http://yasashiiorgel.jp/

オルゴール：宮本 由利子（みやもと ゆりこ）オルゴール演奏家・編曲家

長野県出身。国立音楽大学卒業。音楽出版社勤務を経て音楽教室講師となる。学生時代
からフルート・オカリナ・バイオリン・ファゴット・口笛等、様々な楽器の伴奏経験を持ち、
その楽器や演奏者の個性に合わせたアレンジを行うなど、共演者からの信頼も厚い。

ピアノ：長尾 有紀（ながお ゆき）

中学生の暇が高じて始めた口笛は、いつしか世界一に。独学で高度な技術を習得し、
ジャズやクラシックの器楽曲、ベネズエラの伝統音楽などを演奏する。2010年国際口笛

大会（中国）ティーンの部優勝を皮切りに、以来出場した７度の国際大会すべてでトップ３に入賞。2019
年口笛音楽マスターズ国際コンクール（米国）では男性総合１位を獲得する。音楽と語学をライフワーク
とし、六か国語話者として培った音声学の知識を駆使して、「見えない楽器」である口笛の技術を言語化
し多言語で世界中の演奏家たちに伝えることで、世界的な演奏レベルの向上に尽力。2020年コロナ禍
で国際コンクールが中止になった際には各国有志と新たにオンラインでの口笛コンテスト
GlobalWhistling Championshipを設立し、2年間で26か国からのべ200名超が参加する大イベントを作
り上げるなど、精力的な活動を行う。

口笛：武田 裕煕 (たけだ ゆうき)
口笛奏者、International Whistlers Guild 創立者・共同代表

七夕星空コンサート出演者プロフィール

オルガニート
ワークショップ 担当印

受付印

モバイル
プラネタリウム 担当印

受付印


