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販売・体験ブース

【主催・お問い合わせ】 一宮市市民会館等指定管理者JNP一宮パートナーズ   一宮市民会館／TEL（0586）71 - 2021　https://ichinomiya-hall.jp/

※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、イベント内容の変更、または延期・中止させていただく場合がございますことを予めご了承ください。

https://ichinomiya-hall.jp/

〉〉ウェブサイト販売
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オンラインチケットでのご購入はこちらから
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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）

（子ども文化広場図書館）

アクセス

一宮市市民会館等自主文化事業「交流事業」

※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。

〉〉電話予約・窓口販売
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一宮市民会館

〒491-0028  愛知県一宮市朝日2丁目5-1

一宮市民会館ご案内図

ホールコンサートチケット購入方法

里見 早紀（ピアノ）
一宮市出身。名古屋市立菊里高等学
校音楽科を経て、愛知県立芸術大学

音楽学部器楽専攻ピアノコース卒業。現在演奏
活動の傍ら、小学校にて音楽専科講師、音楽教
室にてピアノ講師を務め、後進の指導にあたる。

重森 捺音（ヴァイオリン）
一宮市出身。第37回全日本ジュニアク
ラシック音楽コンクール大学生の部

第2位。第11回岐阜国際音楽祭コンクール大学
生の部第1位。2020年からサラマンカホールよ
り楽器を貸与される。愛知県立芸術大学卒業。

小関 杏奈（ヴァイオリン）
名古屋市立菊里高等学校音楽科
を経て、愛知県立芸術大学音楽

学部器楽専攻弦楽器コースを卒業。そのま
ま同大学研究生に進学する。現在は、地元愛
知を拠点に積極的に音楽活動･指導を行う。

※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。

※車椅子をご利用の方は、一宮市民会館までお問い合わせください。

入場
無料

ひとはこ市
（フリーマーケット）

ホール
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CONCERT

会場：一宮市民会館ホール

12:45 開演
（12:15開場／15:00終演予定）

入場料
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木村 賢範(電子オルガン)
名古屋音楽大学電子オルガンコース卒業。電子オルガンを、
渡辺睦樹、太田美香、亀谷真児、吉澤智恵の各氏に師事。愛

知県を中心にリサイタルやコンサートなどの演奏活動を行う。また企業
にも音源提供・演奏提供も行う。NHKお昼のコンサートなどにも出演。

木村 和彦(ドラム）
名古屋音楽大学電子オルガン専攻卒業。名古屋を拠点として
東京、大阪など全国各地でリサイタル、コンサートを行う。合

唱団、声楽、管弦楽器の伴奏や、キーボーディスト、ドラマーとしてライ
ブ、レコーディングに参加。また、舞台音響、舞台照明家としても活動中。

ホワイエ
コンサート

※出店希望者は裏面をご覧ください。

※掲載の写真はイメージで
す。

会場：一宮市民会館 
　　  大会議室

10:00~15:00

©1988 Studio Ghibli ©1986 Studio Ghibli

©2004 Studio Ghibli・NDDMT

10:00~11:30
10:00~15:00

名探偵コナン メイン・テーマ ルパン三世のテーマ

ハウルの動く城 「人生のメリーゴーランド」 ディズニープリンセスメドレー

販売・体験ブースにて職
業体験同時開催！

販売・体験ブースにて職
業体験同時開催！

10:00~13:00

8⁄6

会場：一宮市民会館ホワイエ

ライヤー＆オカリナ演奏

こどもまじゅつだん ほか

博物館
パン屋

参加店舗多数！Twitterにて
発信！ ★販売・体験ブース参加

店舗のお仕事を体験！

　お申込方法は裏面へ

かき氷屋

アート
フラワー

ワークKIDS
要申込

お店の人と

一緒に働いて

  みよう！

@Ichino
miyaH

Twiterで

イベント情
報

発信中！

Check!

チケット販売中！

演奏曲目
（予定） 

※満席になり次第締め切ります。※3歳以上入場料必要。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。

（土）開催！

アニメソングで世代を超えて楽しもう！コスプレ歓迎！

500円（税込）
全席自由



「ワーク KIDS」・「ひとはこ市」参加者募集！ 

★ワーク KIDS                        《募集要項》 

ワーク KIDSとは、こどもが仕事を体験するイベントです。近隣の店員さんが講師となり、丁寧に
教えてくださいます。参加者には、同日開催のホールコンサートペアチケットをご招待、粗品引き
換え券をプレゼントいたします。 
 

 

 

 

 

■日   時 ： 2022年 8月 6日（土） 9:30集合/10:00開始/11:30終了予定  

（マジシャンのみ 10:00～11:30練習/12:00～12:30発表予定） 

■事前説明会 ： 8月 5日（金）17:30～18:30 第 4会議室 ※参加者は必ずご参加ください。 

■対  象 ： 小学 4年生～6年生（保護者は説明会同伴、当日は送り迎えのみお願いします。） 

■参加費 ： 無 料  

■募集定員 ： 20人 ※定員を超えた場合は抽選 

■抽選結果 ： 7月 20日（水）応募者全員に登録されましたメールアドレスへ結果を通知いたします。  

 

 

 

 

★ひとはこ市（フリーマーケット）出店募集！       《募集要項》 

ひとはこ市は、段ボール 1箱に家に眠っている絵本や図鑑、児童書等の不用品を販売するフリ
ーマーケットです。古本が旅立つことで SDGｓへの関心を高めていただくことを目的に行います。
この機会にフリーマーケットデビューしてみませんか？ご家族やお友達とご参加ください。 

 
■日  時 ： 2022年 8月 6日（土）10:00～15:00  

■会  場 ： 一宮市民会館 大会議室  

■出店条件 ： 古本の販売 （古本以外を販売する場合は出店スペースの３割まで） 

※書籍以外の出品を希望する場合は、申込用紙に記載をお願いします。 

※段ボール一箱程度 ※電源は使用できません。※ＢＧＭを鳴らすのはご遠慮ください。 

※筆記用具・ポップご持参ください。 

■ブース／1.5ｍ（幅）×2.0ｍ（奥行） ■出店料：1,000円（備品：テーブル 2台、椅子 2脚）  

■ブース数：21店舗 

 

申込期間：7月 1日（金）10:00～7月 17日（日）16:00まで 

申込方法：市民会館等ウェブサイトの「専用申込みフォーム」  ≫専用申込みフォーム QR  

※窓口ではお申込み受付を行っておりませんのでご了承願います。 

〈申込期間〉7月 4日（月）10:00～7月 31日（日）16:00まで  

※出店決定、出店場所については先着順になります。 

〈申込方法〉一宮市民会館窓口にて所定の用紙に記載をし、参加費 1,000円を添えて 

お申込みください。※電話予約はできません。  

お問合せ：一宮市民会館 0586-71-2021 9:00～19:00 

 

 

 

➀写真屋 ②建設屋 ③コスメショップ ④アートフラワー ⑤マジシャン 

⑥博物館 ⑦カフェ ⑧パン屋      ⑨かき氷屋 

☆体験内容の詳細は一宮市民会館等ウェブサイトの「専用申込フォーム」をご覧ください。 

お 仕 事 一 覧 

 


