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2022年7月

28日木 29日金 30日土 31日日

おりもの感謝祭
一宮七夕まつり協進会
会長  一宮市長

中野　正康
　第67回となる今年は、昨年に引き
続き新型コロナウイルス感染症対策
を実施しつつ、コンセプトを「魅せる七
夕街を飾ろう！」とし、会場全体を彩る
七夕飾りの充実を図ります。また、

3年ぶりの開催となるダンスコンテスト
や盆踊りといった様々なイベントで会
場を盛り上げますのでご期待ください。
　多様性を認める時代に合わせ、
学生の持つ柔軟な発想力を取り入
れるといった新しい試みも始まって
おり、日本三大七夕まつりのひとつと
して、より織物の街ならではの一宮
七夕まつりを目指してまいります。ぜ
ひ、おりもの感謝祭一宮七夕まつり
にご来場いただき、楽しいひと時をお
過ごしください。

無料駐車場のご案内

市民会館前～東一宮～
一宮市役所前の間
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● シャトルバス停車所
 乗用車駐車場
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仕掛け物アーチや吹き流しなど
見事な飾り付けのある七夕飾り
メインストリート
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バスターミナル

一宮スポーツ文化センター

星の広場
〈7月29日（金）～
　　31日（日）〉

盆踊り会場
毎日19：00から開催
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7階：一宮七夕ドローンフェスティバル〈7月29日（金）〉
　　一宮コスプレReaL・Liveランウェイ〈7月31日（日） LIVE配信〉
5階：
3階：紙アクアリウムでアート体験
　　算数、数学アート、糸かけ体験
　　138マルシェ七夕バージョン〈7月28日（木）〉
　　手形アートワークショップ〈7月29日（金）・31日（日）〉
　　おもいでケータイ再起動〈7月29日（金）・30日（土）・31日（日） 事前申込〉
　　KONAMI　ゲーム無料体験会〈7月30日（土）〉
　　TANABATAダンスコンテスト〈7月30日（土）〉
　　各種トークショー〈7月31日（日）〉
1階：

WC

夢織り広場
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国道１５５号

伝馬通り

銀座通り 臨時駐車場行
無料シャトルバス
（13：00～21：00）

イルミネーション
七夕

葵にぎわい広場
フードコートや
ビアガーデン
〈7月27日（水）〉
前夜祭を開催

駅西
広場

一宮市民会館会場

平安会館

七夕会場行
無料シャトルバス
（13：00～21：00）

〈7月31日（日）〉
13：00/15：00/17：00
ファイティングイーグルス名古屋
ミニバスケクリニック

WC

1階：無料休憩所
〈7月30日（土）～
　　31日（日）〉
11：00～20：00

おむつ
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七夕スポブン休憩広場
〈7月30日（土）～31日（日）〉

WC

WC

おむつ
交換台

名鉄百貨店前
いちのみや
七夕まつり2022
駅ナカマルシェ
〈7月28日（木）～
　　31日（日）〉

https://www.138ss.com/tanabata/
一宮七夕まつり公式ウェブサイト

飲酒運転を
根絶しよう!!

歩行者用道路では
自転車も通行
できません

未成年者の方は
犯罪被害にあわないよう
早期帰宅をお願いします

20歳未満の
飲酒・喫煙は法律で
禁止されています

案内所（迷子・救護）
警察詰所

消防詰所
（19：00～21：00）

案

いちみんウェブfor一宮七夕まつり
一宮七夕まつりの情報を見たり検索したりできるよ！
https：//www.138tanabata.com

ゴミ箱設置箇所
Wi-Fiスポット

ゆかたの着崩れ
お直しします
（無料）
しぶかみや呉服店
（17：00～20：00）

※なくなり
　次第終了

屋台ひろば
イートインスペース

国際芸術祭「あいち2022」も
7月30日（土）から開催！

詳しくはコチラ



独自の

サプライチェーン

マネジメントで、

顧客価値の最大化を

実現します。

全体最適へ

【順不同・敬称略】一宮七夕まつり　協賛者ご芳名

一宮商工会議所

NTP名古屋トヨペット株式会社

ウルフドッグス名古屋
東海旅客鉃道株式会社
一般社団法人尾西繊維協会
ファイティングイーグルス名古屋
フジフーズ株式会社名古屋工場
株式会社ヤグミ

豊島株式会社
名古屋鉄道株式会社
オムロンアミューズメント株式会社

株式会社愛水設備
木曽川商工会
尾西商工会
株式会社バルダン

一宮市建設協同組合
一宮市再生資源協同組合
協同組合一宮繊維卸センター
株式会社五和電気工業
加固内科クリニック
株式会社木村硝子店
株式会社コアズ
株式会社ジェイオーディ
ＪＦＥエンジニアリング株式会社
株式会社志水製作所
玉一商店株式会社
テレコムナンバー1
豊田合成株式会社
ニッケグループ
森吉グループ

国島株式会社

株式会社シーディアイ

シモハナ物流株式会社

鈴憲毛織株式会社

尾西毛織工業協同組合

株式会社藤商事

有限会社山口水道設備工業

有限会社永田設備工業

2

ご協賛いただいた協賛金は、駅東・真清田神社境内の七夕飾り等や七夕まつり行事・関連施設設置費などに利用させていただきます。ありがとうございました。

愛知県小商業協同組合
一般社団法人一宮市医師会
一宮地区信用金庫会
一宮中部衛生株式会社
岩田食品株式会社
大森石油株式会社
コカ・コーライーストジャパン株式会社
有限会社ゴロー（あぐろ）
株式会社ソトー
日本エコシステム株式会社
株式会社プロスタッフ
共和食品工業株式会社・株式会社名古屋食糧
いちい信用金庫
モリリン株式会社
株式会社マルエム商会

株式会社アイネス中部支社
長大株式会社
株式会社アイ・シー・シー
一宮銀行協会
日興毛織株式会社
森中央クリニック
ササキセルム株式会社
ＴＧロジスティクス株式会社
東邦ガスネットワーク株式会社
株式会社日立システムズ

https://www.shinkin.co.jp/ichii/marche-tos.html

お取引先の新商品やおすすめ商品をご紹介します。
掲載希望のお客様は、お近くの営業店へお問い合わせください。

をご紹介しますをご紹介します

本店／一宮市若竹3丁目2番2号
TEL（0586）75-6201（代）
https://www.shinkin.co.jp/ichii/



詳しくはこちらから→

大雄会は
「女性の健康」を
考えた取り組みを
始めています。

一宮市桜一丁目9番9号
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【順不同・敬称略】一宮七夕まつり　協賛者ご芳名

株式会社市岡組／株式会社伊藤組／有限会社稲葉組／稲春建設株式会社／株式会社植田建設／エイワ建設有限会社／
株式会社加藤建設／有限会社金田組／株式会社神谷組／有限会社キテラ／株式会社小島建設／五藤建設株式会社／
三和興産株式会社／大一建設有限会社／有限会社大東技業／大土建設有限会社／有限会社宝興業／中部実業株式会社／
株式会社中部道路施設／坪内建設株式会社／有限会社帝建／株式会社貞宝建設／東海建設株式会社／豊島建設株式会社／
有限会社中川総業／有限会社蜂須賀組／花正建設株式会社／伴野建設株式会社／有限会社フジギケン／丸二土木株式会社／
丸八建設株式会社／水野建設有限会社／株式会社三谷設備工業／株式会社三宅組／株式会社宮本組／有限会社森組／
森工株式会社／株式会社山眞組／吉川建設株式会社／大野設備工業株式会社／合資会社大宮工業／有限会社尾関水道設備／
考える工房株式会社／株式会社後藤電機製作所／株式会社三幸設備／株式会社センター住建／有限会社全日工務店／
有限会社テクニック・エスエス／有限会社戸松設備工業／中島工業株式会社／ハタノ設備株式会社／有限会社日野設備／
有限会社松阪設備工業／株式会社悠建設／株式会社大野建築作業所／株式会社賀真田工務店／株式会社中村工業／
尾西建設協同組合／護人建設株式会社／市川建設株式会社／株式会社イチテック／木曽川物産株式会社／木全建設株式会社／
九州興業株式会社／昭和土建株式会社／曽根建設株式会社／大興建設株式会社／株式会社寺西組／ハヤカワ工業株式会社／
平野建設株式会社／株式会社松本組／株式会社水谷組／株式会社吉田組／株式会社渡邊組／株式会社アーバンライン／
株 式 会 社 Ｉ Ｌ フ ァ ー マ パ ッ ケ ー ジ ン グ ／ 株 式 会 社 Ｉ Ｌ エ ン ジ ニ ア リ ン グ マ ネ ジ メ ン ト ／
株式会社ＩＬコントラクトパッケージング／株式会社ＩＬホールディングス／愛知ITキャリアセンター／
愛知毛織物整理協同組合／愛知県商店街振興組合連合会一宮支部／愛知県撚糸工業組合／愛知西農業協同組合／
株式会社アオキスーパー／アサヒ印刷工業株式会社／アスティ一宮（JR尾張一宮駅）／株式会社アライ／安藤鰹節店／
飯田興業株式会社／イオンモール木曽川／株式会社石本建築事務所／伊勢化研株式会社／イチコウ建設株式会社／
一般社団法人一宮市歯科医師会／一宮市指定水道工事店協同組合／一宮市本町商店街／一宮生活協同組合／
一宮電話興業株式会社／株式会社一宮ビジネスセンター／株式会社一宮福祉サポート／一宮陸運協会／糸喜株式会社／
株式会社エサキホーム／ＦＭいちのみや株式会社／日本料理江美／押谷産業株式会社／株式会社折久商店／
株式会社オリブフォトスタイル／尾張タクシー／株式会社ガステム／有限会社加藤商会／株式会社カラーズ／
株式会社ケーエスディー／医療法人孝友会孝友クリニック／国際運輸株式会社／株式会社榊原熔接工業所／
ＪＦＥ環境サービス株式会社／公益財団法人自転車駐車場整備センター／株式会社シモムラ・プランニング社／
株式会社セイコー一宮支店／株式会社西武管商一宮支店／株式会社星和ミカド一宮本店／ダイセーエブリー二十四株式会社／
社会医療法人大雄会／㈱タケイチザ・フクシアコート／中部電力パワーグリッド株式会社一宮営業所／株式会社土川油店／
株式会社東海パン／東海労働金庫一宮支店／東和工業株式会社／一般社団法人ナゴヤハウジンクセンター一宮会場／
日電株式会社／ニノミヤ農園二宮髙嘉／日本エース株式会社／日本毛織物等工業組合連合会／株式会社日本メカトロニクス／
ハジメ産業株式会社／長谷川電気株式会社／有限会社旗屋中島屋代助商店／平岩器械株式会社／不二技研株式会社／
株式会社フューチャーイン／株式会社フロロコート名古屋／株式会社平和堂ビバホーム一宮店／株式会社Hestia／
株式会社ホーメストエンタープライズ／株式会社マスター／医療法人豊潤会松浦眼科／株式会社丸商／丸松織布株式会社／
三井食品工業株式会社／宮後町内会／民踊連盟豊香会／名鉄バス株式会社／株式会社モリテツ／株式会社山田ドビー／
吉田町内会／株式会社ラックサービス／立正佼成会一宮教会／ワシズ機械株式会社

受付時間／
平日9：00～17：30

お申込み・お問い合わせは

株式会社トーカイ
〒501-6238 岐阜県羽島市江吉良町江中4-2

リターナブルボトルを
使用することで

ごみの排出を抑えます

ゴミを出さない
アクアクララを
選ぼう！



真清田神社参集殿
TEL 0586-72-1881shubunkouhou@shubun.ac.jp

2022
7/24

修文大学 修文大学短期大学部

看護学部 看護学科
（男女共学）

医療科学部 臨床検査学科
（男女共学）

健康栄養学部 管理栄養学科
（男女共学）

日 8/ 7 日

8/20 土 9/10 土

生活・医療事務コース
オフィスキャリアコース
製 菓 コ ー ス

第一部／第三部

生活文化学科
（女子のみ）

幼児教育学科
（男女共学）

10/15 土
大学祭・入試相談会

アイギ防水株式会社／愛知県労働者福祉協議会尾張西支部／アルフレッサ株式会社愛知物流センター／一宮市萩原商店街振興組合／
一宮尚正会保育園／一宮尚正会大和保育園／一宮七夕装飾協同組合／株式会社ウエダ／有限会社エムジーコーヒー／
株式会社ソブエ造花装飾／株式会社大建設計名古屋事務所／株式会社ディーアイディー／東和システム株式会社／株式会社のいり／
医療法人保恵会はしもと耳鼻咽喉科／ヒロミカメラ

愛知県行政書士会一宮支部／愛知県土地家屋調査士会一宮支部／社会福祉法人愛知慈恵会／株式会社アオキ開発／有限会社青山造園／明や／
浅野鐵工株式会社／愛宕織物株式会社／株式会社ワンダーライフアパマンショップ一宮店／アポロ工芸株式会社／医療法人育德会／
いすゞ自動車中部株式会社／一宮アパレル協会／一宮駅前発展会／一宮織物修整協同組合／一宮環境テクノロジー株式会社／
株式会社一宮看板店／株式会社一宮工務店／一宮市浮野養鶏株式会社うきうき村／一宮市銀座通商店街振興組合／一宮市御朱印地商店街振興組合／
一宮市伝馬通2丁目商店街振興組合／一宮市伝馬通3丁目商店街振興組合／一宮市萩原駅前商店街振興組合／一宮市本町通1丁目商店街振興組合／
一宮市本町通2丁目商店街振興組合／一宮市本町通三丁目商店街振興組合／一宮市本町通4丁目商店街振興組合／一宮書道連盟／
一宮繊維卸商団体連合会／一宮太鼓保存会／一宮地方総合卸売市場株式会社／公益社団法人一宮法人会／一宮ライオンズクラブ／
一宮サウスライオンズクラブ／一宮中ライオンズクラブ／一宮東ライオンズクラブ／一宮ロータリークラブ／一宮北ロータリークラブ／
一宮中央ロータリークラブ／イトー設備株式会社／有限会社今井工業所／今伊勢愛郷クラブ／株式会社岩田水道工務店／
有限会社ヴィヴァグループ／エス・ビー建材株式会社／株式会社エンジェリーいのこ／社会福祉法人延德会／大崎会計事務所／
有限会社太田建築設計／大豊織布株式会社／有限会社岡西鉄工所／オパレックス株式会社／オリザ油化株式会社／尾張活性会／
医療法人尾張健友会／尾張塗装防水協同組合／籠宮工業株式会社／株式会社片桐塗料店／有限会社片山造園／有限会社カツ商事／
加藤造園株式会社／加納春樹／株式会社加茂鈑金工業所／有限会社川井工務店／喜久家しみぬき店丹羽／株式会社共立総合警備保障／
熊崎工業有限会社／クミカ工業株式会社／クロミヤ／小塚毛織株式会社／コインランドリーボーテ一宮神山店／株式会社弘洋電機／
有限会社國立造園／有限会社小沢工業所／株式会社小島設計／小林建設株式会社／佐藤仁志／澤崎建設株式会社一宮支店／
株式会社サンメカニック／三洋毛織株式会社／株式会社三陽商会／柴田紙店／清水建設株式会社一宮営業所／JAZZ INN MANHATTAN／
新生電気工事株式会社／株式会社スタッフス／第一環境(株)一宮事務所／ダイショーニット株式会社／大成株式会社／大精建設株式会社／
大日警備保障株式会社／大和紡績株式会社／高橋造園土木有限会社／株式会社滝善／有限会社タツミ設備／たなばた接骨院／
有限会社角田ナーセリー／株式会社東海スタヂオ／東和毛織株式会社／時田毛織株式会社／株式会社戸田塗装工業／内外物産株式会社／
中北薬品株式会社一宮支店／中善毛織株式会社／有限会社中日本造園／中村住宅設備有限会社／中村土木株式会社／中村木材株式会社／
株式会社名古屋メディカルハーブスクール／西尾張三菱自動車販売株式会社／株式会社日建ホームズ／日本毛織物元売卸商業組合／
日本生命保険相互会社一宮営業部／有限会社野田屋菓子舗／株式会社野呂英作／株式会社ハイスタイル／はなぶさ絵画倶楽部／
株式会社早川印刷所／菱川造園土木株式会社／尾州織物工業協同組合／尾北毛織工業協同組合／株式会社百五銀行一宮支店／富士建設株式会社／
古内硝子店／堀田新五郎商店／堀江織物株式会社／一般社団法人まちこん一宮／丸正建設株式会社／マルシン(有)うどん市一宮店／万平株式会社／
三井堂株式会社／三菱電機ビルソリューションズ株式会社／みづほ興業株式会社／三星毛織株式会社／株式会社美ノ久／株式会社ミロス／
有限会社ミューズ／武藤建設株式会社／株式会社八神製作所一宮営業所／合名会社山口商店／有限会社山﨑設備／株式会社吉村商会／
株式会社ＬｉｖｅＨｉｇｈ／株式会社レンタルのニッケン小牧営業所／株式会社ワークシステムサービス／渡玉毛織株式会社／笑和商会

【順不同・敬称略】一宮七夕まつり　協賛者ご芳名
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■テ ー マ：STILL ALIVE　今、を生き抜くアートのちから
■芸術監督：片岡真実（森美術館館長、国際美術館会議（CIMAM）会長）
■会　　期：2022年7月30日（土）～10月10日（月・祝）［73日間］
■主な会場：愛知芸術文化センター、一宮市、常滑市、有松地区（名古屋市）
■公式Webサイト　https://aichitriennale.jp/
　Twitter @Aichi2022　Facebook @Aichi2022　Instagram @aichi2022
　#あいち2022  #stillalive

愛知県政150周年記念事業



全日開催

各日先着100名まで

■時　間／11:00～17：00
■会　場／　ｰビル3階 多目的ルーム1
■参加費／無料

紙アクアリウムでアート体験！

描いた絵が海の生き物のように動き出す！
子ども向けの体験型デジタルコンテンツを実施します。

各日先着100名まで

■時　間／11:00～16：00（受付は15：30まで）
■会　場／　ｰビル3階 多目的ルーム2
■参加費／ 500円（材料費込み）
■対　象／小学4年生以下は保護者同伴
■その他／体験時間は15～30分程度

算数、数学アート 糸かけ体験
自分だけのオリジナル糸かけを作っちゃおう！

糸かけアート「華まつり」の展示

盆踊り大会

■会　場／　ｰビル１階コンコース 
　　　　　中央エスカレーター横
板に釘を打ち、釘から釘へ規則的に糸をかけて
いくことでうまれる糸かけアート。
一宮七夕まつりの華やかな雰囲気に相応しく、
「大輪の花火」を糸かけで表現しました。
糸かけはつくり手の心を表すともされています。
13名の「心の華」をぜひご覧下さい。

■時　間／19:00～20：00
■会　場／銀座通盆踊り櫓

指導：一宮民踊連盟

糸かけ師 眞華.一門

糸かけデザイン研究所

新型コロナウイルス感染状況により、直前や開催期間中であっても中止する場合がございます。

各日先着250名
18時から整理券配布
配布場所／  -ビル1階七夕案内所

名鉄百貨店一宮店

あいち2022一宮会場実行委員会
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一 宮 七 夕 ま つ り の ご 案 内

18：45
▼

19：00
■会　場／銀座通盆踊り櫓

オープニングセレモニー

18：25
▼

18：45
一宮太鼓保存会による演奏です。

七夕まつり協進会役員が皆様にごあいさついたします。

■会　場／銀座通盆踊り櫓

オープニングアクト

※写真はイメージです

7月28日木

葵にぎわい広場

オリナス一宮東隣の葵公園がフードコート、ビアガーデン、無料休憩所に。

愛知県商店街振興組合連合会 一宮支部

138マルシェ七夕バージョン
～七夕まつりでラブベジ～

■時　間／11：00～16：00
■会　場／　ｰビル3階 シビックテラス
地元産の新鮮な野菜の販売や楽しいイベントも開催します。

※詳細については
　一宮七夕まつり公式ウェブサイトもしくは、学生サポーター公式SNSをご確認ください。

JA愛知西、一宮市女性農業者会議、尾張一宮４Hクラブほか

ラブベジ®ブース
●ベジタブルアレンジメントに挑戦！
●サンプル配布（数に限りがあります）
●パネル展示
●アジパンダがやってくる！

27日（水）は18時より前夜祭

提灯を使ったフォトスポットを設置します。
思い出に残る写真を撮っていただけるよう頑張ります！
みなさん手元を鮮やかに彩る「手持ち提灯」も配布予定です。

＃提灯の世界 ＃一宮七夕まつり

■時　間／28日（木）・29日（金）・30日（土） 10：00～19：30
　　　　　31日（日） 10：00～18：30
■会　場／名鉄百貨店 一宮店正面玄関前コンコース
かわいい手作りアクセサリーや雑貨など10店舗がエキナカに出店！

いちのみや七夕まつり2022
駅ナカマルシェ

■時　間／28日（木）・29日（金） 17:00～20：00
　　　　　30日（土）・31日（日） 12:00～20：00
　　　　　※無料休憩所は4日間とも11時より解放
■会　場／葵公園

学生サポーター

マスクの着用・掛け声なしでの開催



7月29日   ・30日   ・31日金 土 日

7月29日金

7月30日土

おもいでケータイ再起動
■時　間／29日（金）・30日（土） 11：00～19：35
　　　　　31日（日） 11：00～17：25
■会　場／　ｰビル３階 中央エスカレーター前
■参加費／無料（事前申込み）
古いケータイに残った思い出の写真をプリント
アウト。記念オリジナルフォトフレームに貼って
プレゼントいたします。

KDDI株式会社
一宮七夕
ドローンフェスティバル
■時　間／13：00～18：00
■会　場／　ｰビル７階 シビックホール
子どもから大人まで楽しめるトイドローン操縦体験と、ドローンショーを
開催します。産業ドローンの展示も行います。

ドローン操縦体験
■参 加 料／一人500円
■対象年齢／小学生以上（小学生は保護者の同伴可
　　　　　　（ただしドローンの操縦はできません。））
■参加方法／当日11時より  -ビル1階　七夕まつり案内所で整理券を販売
■開始時間／13:00～/14:00～/15:00～/16:00～/17:00～

各回先着20名

ドローンショー観覧
■参 加 料／無料
■参加方法／当日11時より  -ビル1階　七夕まつり案内所で整理券を配布
■開始時間／13:50～/15:50～/17:50～

各回先着100名

専用予約サイト
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TANABATAダンスコンテスト
NTP名古屋トヨペット提供

■時　間／11：00～14：30
■会　場／　ｰビル３階 シビックテラス
自由な演技でダンスを披露します。

7月29日   ・31日金 日

手形アートワークショップ
■時　間／29日（金） 13：00～17：00
　　　　　31日（日） 13：00～16：00
■会　場／　ｰビル3階 シビックテラス
皆様の手形で、国際芸術祭「あいち2022」の
ロゴマークを完成させよう！

あいち2022一宮会場実行委員会

KONAMI ゲーム無料体験会
■時　間／11：00～18：00
■会　場／　ｰビル３階 エスカレーター前
手軽で楽しいダンスゲームが
プレーできます。
音楽に合わせてステップを刻もう！！

株式会社コナミアミューズメント株式会社コナミアミューズメント

ＳＤＧｓ138青空フリーマーケット
■時　間／11：00～17：00
■会　場／夢織り広場

尾張活性会尾張活性会

星の広場
■時　間／12：00～21：00
■会　場／アパホテル
　　　　　〈尾張一宮駅前〉駐車場
キッチンカーによる飲食販売などがあります。
無料休憩スペースもあります。

一宮市銀座通商店街振興組合一宮市銀座通商店街振興組合

【スケジュール】
オープニング
小学生の部
休憩
中高生の部
休憩
七夕の部オープニング
七夕の部
休憩
結果発表

11：00～11：10
11：10～11：30
11：30～11：35
11：35～12：30
12：30～12：40
12：40～12：50
12：50～13：45
13：45～14：00
14：00～14：00

au以外もOK

■同時開催■
尾州布短冊で、エコザウルスをみんなで
完成させよう！
完成したエコザウルス、笹の木に七夕短冊に
願い事を書いて飾ってね。

専門家による住まい・税金の無料相談会も開催

※短冊が無くなり次第終了となります　※写真はイメージです

※悪天候により体験会を中止にする場合もございます。
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7月30日   ・31日土 日

■時　間／無料休憩所　　 9：00～20：00
　　　　　ステージ発表 10：00～18：30
■会　場／一宮スポーツ文化センター
吹奏楽・和太鼓の演奏ほか、ステージ発表、無料休
憩所、フィットネス器具の無料体験コーナーなど。

シンコースポーツ中部株式会社シンコースポーツ中部株式会社

優勝ラリーカー 実車展示

ウルフドッグス名古屋
浴衣de トークショー

■時　間／11：00～20：00
■会　場／　ｰビル３階 シビックテラス

トークショー内で
乗車体験・記念撮影会も開催！

7月31日日

11：00
▼

12：00
■時　間／11：00～12：00
■会　場／　ｰビル７階 
　　　　　シビックホール

一宮コスプレReal・Live
ランウェイ

19：40
▼

19：50 ■会　場／銀座通盆踊り櫓
ファイナルステージ

ダカールラリー2022
優勝ドライバー
三浦昂選手トークショー
■時　間／17：00～18：00
■会　場／　ｰビル３階 シビックテラス
サウジアラビアにて開催さ
れた、ダカールラリー2022
で優勝した一宮市出身・三
浦昂選手（トヨタ車体株式
会社）のトークショー。

※ダカールラリーとは…
灼熱の砂漠や硬い岩場の連なる山岳地
帯など、道なき道を走破するクロスカ
ントリーラリーという競技の一つ。ダカ
ールラリーは、厳しい競技環境や日程、
走行距離から、完走率が5割に満たない
ことも多く、「世界一過酷」と称される。

■時　間／11：00～12：00
■会　場／　ｰビル３階 シビックテラス
■参加選手（予定）／ 

近 裕崇 傳田 亮太  前田 一誠 山近 哲 勝岡 将斗

チームマスコット
ウルドくん

※観覧席ご希望の方は、当日 
9:00～9:30にJR尾張一宮駅
コンコース内で先着80名に
整理券配布(おー人様1枚)。

サイン入りグッズが
当たるクイズ大会も
あるド★

もちろんウルドもいくド～
浴衣での来場者には
イイことあるド★

ファイティングイーグルス名古屋

■ミニバスケクリニック

■時　間／18：00～19：00
■会　場／　ｰビル３階 シビックテラス
■参加選手（予定）／ 

選手によるスペシャルトークショーや、
サイン入りグッズが当たるイベントもあります！

■時　間／13：00～/15：00～/17：00～
　　　　　各1時間
■会　場／夢織り広場

宮崎 恭行 林 瑛司 笹山 貴哉

ユーススタッフによるバスケット教室で、
お子様からバスケ未経験者の方でも参加いただけます！

※事前申込・参加費不要
※各回の５分前には受付に
　お越し下さい。

イベントスケジュールはこちら

七夕スポブン休憩広場

【閲覧方法】
公式HPでのLIVE配信・
アーカイブ（2ヶ月間）

■SPトークショー

一宮商工会議所 コスチュームタウン推進委員会一宮商工会議所 コスチュームタウン推進委員会

※会場には事前申込者のみ
　入場可能



☎０５８６-４３-００３９
【一宮駅前校】 一宮市栄4-1-13シュケル栄4Ａ（アロマ館）・4Ｂ（ハーブ館）

検 索名古屋メディカルハーブスクール

名古屋メディカルハーブスクール

1日で一生使える資格        講座 大好評！
●ハンドケアセラピスト ●足ケアセラピスト ●アロマリエ ●ハーブティーソムリエ認定講座

大切な家族を“癒し”でサポート！
全国初！ 5協会資格認定校

名古屋メディカルハーブスクール

最新情報はInstagramで♪
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Ichinomiya
Star 
Festival

　一宮市民の守り神として崇敬されている真清田神社

の祭神「天火明命」の母神「萬幡豊秋津師比売命」は、

太古から織物の神様として知られ、そのご加護により

当地方の織物業が発達したといわれています。織物と縁

の深い牽牛・織女にちなんだ、おりもの感謝祭一宮七

夕まつりは昭和31年に始まり、7月の最終日曜日をフィナーレ

とする木曜日からの4日間、盛大に開催します。

一宮市民会館ホール

プレイガイド（チケットのご購入方法）
■オンラインチケット ■電話・窓口（お問い合わせ）

■名鉄ホールチケットセンター
■チケットぴあ
■（クレイジーケンバンドのみ）ローソンチケット

https://ichinomiya-hall.jp/
※事前の登録が必要です（無料）。但し、市民会館友の会
　ご入会の場合は別途友の会会費が必要です。 一宮市民会館 （0586）71-2021 9：00～19：00

9：00～19：00

9：00～16：00
第1・第3 火曜日

第2・第4 火曜日

（0586）62-8222

（0586）86-7581

一宮市尾西市民会館

一宮市木曽川文化会館

電話・窓口 電話 チケット受付時間 休館日

2022年2022年
14：00開演
［13：15開場］8月7日（日）

※終演時間15：40予定（休憩あり）
チケット料金（全席指定／税込）

市民会館友の会

大 人

こども
（4歳～高校生）

一　般

2,500円
1,300円

大 人

こども
（4歳～高校生）

3,000円
1,500円

※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。　

2022年
17：00開演
［16：00開場］8月28日（日）

チケット料金（全席指定／税込）
市民会館
友の会 一　般6,800円 7,600円

※入場年齢制限はありません（ご入場の方全てチケットが必要です）。

※本公演は、4月10日（日）中止分の振替公演です。チケットをお持ち
　の方はそのままご利用できます（座席番号も同じ）。

林家たい平
親子落語鑑賞会

CRAZY KEN BAND TOUR
＊好きなんだよ 2021-2022（一宮公演）
CRAZY KEN BAND TOUR
＊好きなんだよ 2021-2022（一宮公演）

〔主催〕一宮市市民会館等指定管理者JNP一宮パートナーズ 0586（71）2021
※車いすスペースは、一宮市民会館のみで販売となります。事前にお問い合わせください。

※終演時間19：00予定

一宮市尾西市民会館ホール

■名鉄ホールチケットセンター

https://www.e-meitetsu.com/mds/hall/
tel（052）561-7755

2022年2022年
14：00開演
［13：15開場］8月20日（土）
※終演時間16：00予定

チケット料金（全席指定／税込）
市民会館友の会

大 人

高校生以下

一　般

1,800円
900円

大 人

高校生以下

2,000円
1,000円

※第1部・2部・3部の入場料になります。各部ごとの販売はございません。

2022年2022年
15：00開演
［14：15開場］9月3日（土）
※終演時間17：00予定

チケット料金（全席指定／税込）
市民会館友の会

大 人

高校生以下

一　般

2,500円
900円

大 人

高校生以下

2,800円
1,000円

須川展也
サクソフォン
リサイタル

須川展也
サクソフォン
リサイタル

津軽三味線★三絃士
CONCERT BEGINNING●一宮市尾西市民会館　in

プレイガイド（チケットのご購入方法）
■オンラインチケット ■電話・窓口（お問い合わせ）
https://ichinomiya-hall.jp/
※事前の登録が必要です（無料）。但し、市民会館友の会
　ご入会の場合は別途友の会会費が必要です。 一宮市民会館 （0586）71-2021 9：00～19：00

9：00～19：00

9：00～16：00
第1・第3 火曜日

第2・第4 火曜日

（0586）62-8222

（0586）86-7581

一宮市尾西市民会館

一宮市木曽川文化会館

電話・窓口 電話 チケット受付時間 休館日

〔主催〕一宮市市民会館等指定管理者JNP一宮パートナーズ 0586（71）2021
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。 ※車いすスペースは、一宮市民会館のみで販売となります。事前にお問い合わせください。

氷 anciene
7月1日～9月30日　不定休（15：00～18：00）
氷 anciene
7月1日～9月30日　不定休（15：00～18：00）

7月28日（木）～31日（日）は
15：00～20：00まで営業！

Instagram：＠classichotel_anciene138
一宮市栄3-3-10　アパホテル〈尾張一宮駅前〉１Ｆ
TEL 0586-24-6111

Instagram：＠classichotel_anciene138
一宮市栄3-3-10　アパホテル〈尾張一宮駅前〉１Ｆ
TEL 0586-24-6111
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