
Ù一宮吟剣詩舞道大会１１月３日 （日 ・ 祝）Û楽しく描こう会水彩画展８月２７日∏～９月１日∂

Û俳句大会１１月３日 （日 ・ 祝）Û第 12回三美会展９月３日∏～８日∂

Ù第 62回合同舞踊公演１１月３日 （日 ・ 祝）Û第 16回尾西展９月１１日π～１６日 （ 月 ・ 祝）

Û第 35回一面会能・狂言面作品展１１月７日∫～１０日∂Û水絵の会展９月１８日π～２２日∂

Û一宮現代詩祭
１１月１０日∂

Û第 55回麗筆会展９月２０日ª～２２日∂

Û市民短歌大会Û第 21回桃墨会展
９月２５日π～２９日∂

Ù尾西ウィンドオーケストラ 第 85回定期演奏会１１月１０日∂Û手つむぎ・染め・織り展

Ù尾西華道展・お茶会１１月１６日º～１７日∂Û水彩画アクアマリン展１０月１日∏～６日∂

Ù尾西芸能祭１１月１６日º～１７日∂Û土筆の会展
１０月３日∫～６日∂

Ù尾西芸能祭１１月１６日º～１７日∂Û山ぶどうの会展

Ù一宮茶道連盟茶会１１月１７日∂Û第 21回新作能狂言面作品展１０月５日º～６日∂

Ù一宮三曲協会定期演奏会１１月２３日 （土 ・ 祝）Ù市民茶会１０月６日∂

Û第 65回公益社団法人 中部日本書道会一宮支部展
１１月２３日 （土 ・ 祝）～２４日∂

Û花畑スケッチブック展１０月１０日∫～２３日π
　（日曜・祝日を除く）

Û第 48回公益社団法人 中部日本書道会一宮支部 学生書道展Û第 15回あざみの会絵画展
１０月１０日∫～１３日∂

Ù會山流樹徳吟詠会 山瑩会錬成会
１１月２４日∂

Ûゆずの会作品展

Ù第 43回一宮合唱祭Û狂俳大会１０月１２日º

Û第 17回尾西作家協会展１２月３日∏～８日∂Û一宮市尾西俳句大会１０月１４日 （ 月 ・ 祝）

Ù第 9回雅楽フェスティバル１２月７日ºÙいちのみや文芸 2019 発刊
１０月１９日º

Ù一宮市民吹奏楽団 第 44回定期演奏会１２月８日∂Ù文化講演会

Ùガリバンバン水彩画展１２月１０日∏～１５日∂Ù秋季謡曲大会
１０月２０日∂

Ù第 13回パレット水彩画展１２月１７日∏～２２日∂Ù一宮シティ合奏団 第 26回定期演奏会

Ùクリスマスコンサート
１２月２２日∂

Ù第 47回一宮音楽家協会 定期演奏会１０月２７日∂

Ù濃尾ブラスソサエティ 第 1回定期演奏会Ù第 74回一宮市民華道展１１月２日º～３日 （日 ・ 祝）
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山ぶどうの会展
１０月３日∫～６日∂
９：３０～１７：００（６日は１６：００まで）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
山ぶどうの会

第２１回新作能狂言面作品展第１２回三美会展
１０月５日º～６日∂
９：００～１６：３０
（５日は１０：００～、６日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
尾西面打会

９月３日∏～８日∂
９：００～１７：００
（３日は１３：００～、８日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
グループ絵ごころ三美会

花畑スケッチブック展第１６回尾西展狂俳大会
１０月１０日∫～２３日π（日曜・祝日を除く）
９：００～１６：３０
（１０日は１２：００～、２３日は１１：００まで）
ふれあいセンターたくみ
入場料無料
花畑

９月１１日π～１６日（ 月・祝）
９：００～１７：００（１６日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
尾西美術連合

１０月１２日º　１３：００～１７：００
葉栗公民館
参加料 500 円
一宮狂俳壇連盟

第１５回あざみの会絵画展水絵の会展一宮市尾西俳句大会
１０月１０日∫～１３日∂
９：３０～１７：００
（１０日は１３：００～、１３日は１６：００まで）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
あざみの会

９月１８日π～２２日∂
９：００～１７：００
（１８日は１３：００～、２２日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
水絵の会

１０月１４日（ 月・祝）
１３：００～１６：３０
尾西生涯学習センター
参加料 500 円
尾西俳句会

ゆずの会作品展第５５回麗筆会展俳句大会
１０月１０日∫～１３日∂
９：３０～１７：００
（１０日は１３：００～、１３日は１６：００まで）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
ゆずの会

９月２０日ª～２２日∂
１０：００～１７：００（２２日は１６：００まで）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
麗筆会

１１月３日（ 日・祝） １１：００～１６：３０
一宮スポーツ文化センター
参加料 500 円
一宮俳句協会

第３５回一面会 能・狂言面作品展第２１回桃墨会展一宮現代詩祭
１１月７日∫～１０日∂
１０：００～１８：００
（７日は１２：００～、１０日は１６：００まで）
アイプラザ一宮
入場料無料
一面会

９月２５日π～２９日∂
９：００～１７：００（２９日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
桃墨会

１１月１０日∂　１３：００～１６：００
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
一宮現代詩協会

第６５回公益社団法人中部日本書道会一宮支部展手つむぎ・染め・織り展市民短歌大会
１１月２３日（ 土・祝）～２４日∂
１０：００～１６：００（２３日は１３：００～）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
公益社団法人中部日本書道会一宮支部

９月２５日π～２９日∂
１０：００～１７：００（２９日は１６：００まで）
玉堂記念木曽川図書館
入場料無料
尾張もめん伝承会

１１月１０日∂　１３：００～１６：３０
一宮スポーツ文化センター
参加料 500 円
真清短歌会

第４８回公益社団法人中部日本書道会一宮支部学生書道展水彩画アクアマリン展
１１月２３日（ 土・祝）～２４日∂
１０：００～１６：００（２３日は１３：００～）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
公益社団法人中部日本書道会一宮支部

１０月１日∏～６日∂
１０：００～１７：００
（１日は１３：００～、６日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
アクアマリン

第１７回尾西作家協会展土筆の会展楽しく描こう会水彩画展
１２月３日∏～８日∂
９：００～１７：００
（３日は１３：００～、８日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
尾西作家協会

１０月３日∫～６日∂
９：３０～１７：００（６日は１６：００まで）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
土筆の会

８月２７日∏～９月１日∂
９：００～１７：００
（２７日は１３：００～、１日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
楽しく描こう会

文学部文学部

美術部美術部

行事名◆所属部別に、行事名、開催日時、開催場所、

入場料・参加料、主催団体を掲載してい

ます。

◆お問い合せ：一宮市芸術文化協会

　（市生涯学習内）A０５８６－８５－７０７５

開催日時
開催場所
入場料・参加料
主催団体
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主催行事主催行事

音楽部音楽部

芸能部芸能部

社会文化部社会文化部

尾西芸能祭一宮三曲協会定期演奏会ガリバンバン水彩画展

１１月１６日º～１７日∂　１２：００～１６：００
尾西市民会館
入場料無料
尾西芸能祭実行委員会

１１月２３日（ 土・祝）　
１１：３０～１６：００（開場は１１：００）
木曽川文化会館
入場料無料
一宮三曲協会

１２月１０日∏～１５日∂
９：００～１７：００
（１０日は１３：００～、１５日は１６：００まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
尾西ガリバンバンの会

曾山流樹徳吟詠会山瑩会錬成会第１３回パレット水彩画展

１１月２４日∂　１０：００～１６：００
尾西商工会館
入場料無料
山瑩会

１２月１７日∏～２２日∂
９：００～１７：００
（１７日は１３：００～、２２日は１６：３０まで）
三岸節子記念美術館
入場料無料
パレット会

市民茶会第４３回一宮合唱祭

１０月６日∂　１０：００～１５：００
真清田神社
参加料 2,000 円（前売 1,800 円）
一宮茶道協会

１１月２４日∂　１２：３０～１６：３０
尾西市民会館
入場料無料
一宮合唱協会

第７４回一宮市民華道展第９回雅楽フェスティバル秋季謡曲大会
１１月２日º～３日（ 日・祝）
１０：００～１５：３０（３日は１５：００まで）
一宮スポーツ文化センター
入場料無料
一宮華道連盟

１２月７日º　１３：３０～１５：３０
尾西市民会館
入場料無料
特定非営利活動法人旭雅楽会

１０月２０日∂　９：３０～１６：３０
尾西生涯学習センター
入場料無料
一宮謡曲同好会

尾西華道展・お茶会一宮市民吹奏楽団第４４回定期演奏会一宮シティ合奏団第２６回定期演奏会
１１月１６日º～１７日∂
１０：００～１６：００（お茶会は１５：００まで）
尾西市民会館
入場料無料
尾西華道展・お茶会実行委員会

１２月８日∂　１３：３０～１５：３０
一宮市民会館
入場料 500 円（前売 400円）
一宮市民吹奏楽団

１０月２０日∂　１４：００～１６：００
尾西市民会館
入場料 500 円
一宮シティ合奏団

一宮茶道連盟茶会クリスマスコンサート第４７回一宮音楽家協会定期演奏会

１１月１７日∂　９：００～１５：００
妙興寺
参加料 8,000 円
一宮茶道連盟

１２月２２日∂　１４：００～１６：３０
尾西市民会館
入場料無料
安美＆コンブリオ

１０月２７日∂　１４：００～１６：００
木曽川文化会館
入場料 500 円
一宮音楽家協会

濃尾ブラスソサエティ第１回定期演奏会一宮吟剣詩舞道大会

１２月２２日∂　１４：００～１６：００
オリナス一宮
入場料無料
濃尾ブラスソサエティ

１１月３日（ 日・祝）　９：２０～１６：３０
木曽川文化会館
入場料無料
一宮吟剣詩舞協会

いちのみや文芸２０１９発刊尾西ウィンドオーケストラ第８５回定期演奏会

１０月１９日º
１冊　800円
随想 ･随筆、現代詩、漢詩、短歌、
俳句、川柳、狂俳の市民文芸集

１１月１０日∂　１４：００～１６：００
尾西市民会館
入場料 500 円
尾西ウィンドオーケストラ

文化講演会第６２回合同舞踊公演尾西芸能祭

１０月１９日º　１３：３０～１５：００
尾西市民会館
入場無料（要入場整理券）
講師：荒俣 宏さん（作家）

１１月３日（ 日・祝）　１２：００～１５：３０
一宮市民会館
入場料 1,000 円
一宮舞踊協会

１１月１６日º～１７日∂　１２：００～１６：００
尾西市民会館
入場料無料
尾西芸能祭実行委員会
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加入団体の催し加入団体の催し体 催加入団体の催し加入団体の催し

［連 絡 先］一宮市芸術文化協会事務局（市教育委員会生涯学習課内）

　　　　　　　〒491－8501　愛知県一宮市本町２丁目５番６号

　　　　　　　TE L  0 5 8 6 －8 5 －7 0 7 5　／　FAX  0 5 8 6 －7 3 －9 2 1 3

［編集・発行］一宮市芸術文化協会

第７７回一宮市美術展
開催要項

秋の市民俳句吟行会
【問合せ先　一宮俳句協会】　A（７３）０２８２
日時ê１０月１８日ª　午前９時～　
行先ê半田赤レンガ建物および運河の景観（半田市）
定員ê３５人 （抽選）　参加料ê５００円 （昼食は各自用
意）　申込みê９月 １８ 日πまでに事務局へ連絡 A （８５）
７０７５　※当日、句会も行います。

馬場獅子屋形打囃子保存会　秋祭
【問合せ先　一宮民俗芸能連盟】　A（８５）７０７５
日時ê１０月２０日∂　午後１時～　会場ê熱田社（千
秋町加納馬場）他　内容ê道行打囃子を演奏しながら
獅子屋形を曳き回します。

重吉甘酒祭保存会　甘酒祭
【問合せ先　一宮民俗芸能連盟】　A（８５）７０７５
日時ê１０月２７日∂　午後２時～　会場ê八幡社（丹
陽町重吉） 他　内容ê神前に甘酒と強飯を供え、 お神
楽を奉納します。甘酒と強飯は参拝者に振るまわれま
す。

女声合唱団コール・フリーデ第 9回演奏会
【問合せ先　一宮合唱協会 女声合唱団コール・フリー
デ】A（６２）１９７１
日時ê１２月２２日∂　午後２時～（開場は３０分前）　
会場ê名古屋文理大学文化フ ォ ー ラ ム （稲沢市民会館）
中ホール　入場料ê一般１，０００円、中学生以下５００円
※全席自由・大森楽器、 坂野楽器、 星川楽器にて ９ 月下
旬よりチケットを販売

【会期】１１月１４日∫～１７日∂

午前９時３０分～午後５時（金曜日は午後７時・
最終日は午後４時３０分）

【会場】一宮スポーツ文化センター（一宮市真清
田１―２―３０）

【募集種目】日本画／洋画／彫刻・立体／工芸／
デザイン／書／写真

【主催】一宮市・一宮市教育委員会
【出品受付】１０月１日∏～１１月１日ª出品申込書
を生涯学習課へ郵送、FAXまたは持参

【作品搬入】１１月９日º・１０日∂

　午前９時３０分～午後５時
【出品規定】１種目につき１人１点とし、他の公募
展・コンクールに未発表の作品に限る。中学校
卒業以上の年齢の者で、市内市外は問わない。

【出品料】無料
【規格】
日本画ê２０号以上１００号以内で額入り。ヒート
ン及び吊ひも（又は針金）を取り付けておくこ
と。

洋画ê２０号以上１５０号以内で額入り。版画は４
号以上で額入り。ヒートン及び吊ひも（又は針
金）を取り付けておくこと。（ＣＧ作品は不可）
彫刻・立体ê制限なし。（安定して展示できる作
品）
工芸ê制限なし。壁面展示の作品にはヒートン
及び吊ひも（又は針金）を取り付けておくこと。
デザインêＡ２サイズ以上Ｂ１サイズ以下でパ
ネル張り。小型はパネルに構成。ポスターフ
レーム可。（ポスター・イラスト・ＣＧ等表現自
由）ヒートン及び吊ひも（又は針金）を取り付
けておくこと。
書ê仕上がり寸法は９１⁄×９１⁄（３尺×３尺）又
は半切以上・１７６⁄×４８⁄以下。縦横自由。
枠張り又は額装。篆刻は二印以内で印影のみ
とし、縦３９⁄×横３０⁄とする。刻字は１㎡ 以
内とする。規定の用紙に墨書（パソコン可）に
よる釈文を添付すること。
写真ê全紙（長辺５０⁄以上）以上でパネル張り。
（木製パネルに限る）額不可。ただし、組写真は
半切以上２枚以内。（作品裏面で固定するこ
と）

【作品搬出】１１月１７日∂午後５時～７時［※予備
日１１月１９日∏午前９時３０分～１１時３０分］

【問い合わせ先】一宮市教育委員会
　生涯学習課　文化グループ
A（０５８６）８５―７０７５
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