練馬区プレスリリース

送付日

区長室 広聴広報課 広報戦略係

２０１7 年（平成 29 年）10 月 6 日

☎ 03-5984-2693

10 月は練馬区独立 70 周年記念事業がよりどりみどり！
①
②
③
④

と

と

こ

10 年に１度の祭典！「練馬区独立 70 周年 記念パレード」！
多くの来場者でにぎわう区内最大級のおまつり！「第 40 回練馬まつり」
区内産業の魅力発信！「練馬産業見本市 ねりま EXPO2017」
「ｱﾆﾒのまち練馬区」最大のｱﾆﾒｲﾍﾞﾝﾄ「練馬アニメカーニバル 201７」

き

①
１０月１5 日(日) 午後 2 時 15 分～午後５時
②･③ １０月１5 日(日) 午前 10 時～午後 4 時
④
1０月１４日(土)・１５日(日) 午前 11 時～午後 6 時 30 分
※いずれも小雨決行

ろ

①
千川通り（練馬駅前）～南町小学校（練馬 2-7-5）
②・③ としまえん（向山 3-25-1）
④
練馬駅北口周辺（練馬文化センター、区民・産業プラザ、平成つつじ公園など）

① ねりま人 3,000 人の大パレード！

練馬区独立 70 周年記念パレード

９基のお神輿を先頭に、音楽隊やサンバチーム、区内で活躍している各種ダンスチーム、区のイメ
ージカラーである「みどり」をまとった区民の方々など約 3,000 人のパレードです。フィナーレは、
南町小学校で参加者・来場者あわせて約 3,000 個のバルーンリリースを行い、会場をみどりで埋め
つくします。
また、会場となる南町小学校では、区内団体によるステージイベントや、キッチンカーによる出
展も行われます。

② ねりまのワクワク、としまえんに集合！

～「第 40 回練馬まつり」

区内最大級の催しで、区内で活躍する団体のステージパフォーマンス、長野県上田市など友好都
市の物産品（雹(ひょう)被害を受けたりんごの販売支援もｓ）
、練馬にちなんだ商品の販売、木工教
室などの体験コーナー、その他、ヒーローショーやチャンバラ合戦、ねり丸が登場します。
今年は、独立 70 周年を記念して、
「巨大手形アートプロジェクト」を開催。参加者約 1,000 人
の手形で巨大な１本の樹を描きます。
「健康フェスティバル」
「ねりま・エコスタイルフェア」も同時開催です。
なお、15 日は「としまえん」の入場料が無料、乗り物１日券が特別価格になります。

③ 練馬産業見本市 ねりま EXPO2017 ～いいものたくさん 見て触れて！
80 を超える区内事業者等が、優れた技術や特徴ある商品をＰＲするため一堂に会します。商品
やサービスの展示・販売のほか、映像、体験など、各事業者とも工夫をこらした出展内容です。農
業・アニメをはじめとした、練馬ならではの産業の魅力に触れる絶好の機会です。

④ 「アニメのまち練馬区」最大のアニメイベント
「練馬アニメカーニバル 201７」アニメに浸る２日間！
1１年目を迎える今回は、練馬駅北口ペデストリアンデッキから練馬駅北口周辺の３会場を使用
して、練馬区にとって重要な産業であるアニメーションを、より深く、楽しく、身近に感じていた
だくことを目的に様々な企画を展開します。今年のテーマは【アニメ作品がもう一歩面白くなる 2
日間】。アニメーション作品の中に活きる技術や、制作に参加するクリエイターの思いなどを知り、
作品がさらに面白くなるイベントを目指します。
“ジャパンアニメーション発祥の地”練馬区ならで
はのイベントをお届けします。

【各イベントのプログラム概要】

① 練馬で活躍するひと・団体大集合！

練馬区独立 70 周年記念パレードを開催

【パレードスケジュール】
太鼓揃い打ち 14：15～
スタート宣言 14：20～
<第一部> 14：30～
みこしパレード（９基）
<スタート地点パフォーマンス> 15：00～
武蔵大学応援団リーダー・チアリーダー部
<第二部> 15：20～
音楽隊・各演舞団体パレード
▲記念パレードポスター
① 武蔵大学応援団リーダー・チアリーダー部
② 警視庁音楽隊
③ 東京消防庁カラーガーズ隊・音楽隊
④ 練馬中学校合同バンド
⑤ 照姫行列
⑥ 東映アニメーション（キラキラ☆プリキュアアラモードパレード）
⑦ ダンスパフォーマンス（区内２団体）
⑧ 練馬区民謡連盟
⑨ よさこい（区内４団体）
▲よりどりみどりパレード
（イメージ）
⑩ 阿波踊り（区内６団体）
⑪ サンバ
⑫ よりどりみどりパレード（区のイメージカラーである「みどり色」の服を着た一般公募区民
の方によるパレード）

【南町小学校会場】
◆

ステージ 11：00～14：40
民謡踊り、フラダンス、HIP-HOP ダンス等、11 団体がパフォーマンスを披露します。

◆

フードエリア（キッチンカー出店） 11：00～17：00
ハンバーガー、ケバブ、ソフトドリンク、アイスクリームなど

◆

パレード団体パフォーマンス 15：00～16：30
パレード団体が最後の演技を行います。
※南町小学校でのパフォーマンス実施は上記④～⑪

◆

バルーンリリース 16：30～ （当日参加可、参加無料）
パレード参加者・来場者による約 3,000 個のバルーンリリースを実施します。

【問い合わせ】 練馬区

商工観光課

まつり係

☎03-5984-2389

② 「練馬まつり」は内容盛り沢山！ダンス、ふるさと自慢、ヒーローショーなど！！
◆

ステージ 10：00～16：00
区内で活躍する約 60 の団体が、演奏やダンスなど、さまざま
なジャンルの演目を披露します。
◆ 出展 10：00～16：00
練馬区にちなんだ商品や地方物産品などの販売、木工教室の体
▲「練馬まつり」昨年の様子
験コーナーなど約 120 の出店が立ち並びます。
◆ 友好都市・上田市との連携 太鼓演奏：①10：10～、②12：30～ 出展：10：00～16：00
今年も信州上田真田陣太鼓保存会の皆さんによる太鼓演奏を行います。また出展ブースでは信州
上田の物産品のほか、今年は５月の降ひょう被害にあったリンゴを販売し、農家の支援を行います。
◆ 巨大手形アートプロジェクト～みんなで未来の樹をつくろう～ 10：00～15：00
参加者の手形を集め、未来への願いを込めた巨大な樹を描きます。完成したパネルは記念パレー
ドのバルーンリリース会場でお披露目し、ともにフィナーレを迎えます。
◆ その他イベント
・ヒーローショー ①11：15～ ②13：45～
・チャンバラ合戦「戦-IKUSA」受付：11 時～
①14：30～15：10 ②15：20～16：00
・ねり丸グリーティング（各回 30 分程度）
①11：30～ ②13：00～ ③14：30～
▲「チャンバラ合戦」
昨年の様子

【主催】練馬まつり推進協議会（練馬まつり運営スタッフ委員会、練馬区）
▲練馬まつりポスター

【練馬まつりと同時開催のイベントにも注目！】
◆ 健康フェスティバル
健康チェックや体力測定をはじめ、楽しみながら実施できる健康づくり
活動を紹介します。また、乳がんの早期発見などの大切さを伝えるピンク
リボンキャンペーンの一環として「ピンクリボンコーナー」を設置します。
同コーナーでは、乳がんの自己検診やがん検診の PR を行います。
◆ ねりま・エコスタイルフェア
節電、省エネ、省資源につながる展示・発表・体験などを通じて「地球に
人に優しい暮らし方」を考えるイベントです。燃料電池自動車からの外部給
電デモ、太陽光を使った携帯やスマホへの充電体験（シティチャージ）
、ゆ
るキャラと一緒に地球温暖化を考えるステージ、エコツリー作り、紙パック
やフライパン・鍋のリサイクル、再利用家具の提供（抽選）コーナーなど、
楽しみながらエコな暮らし方が伝わる企画が満載です。

【問い合わせ】
「練馬まつり」………練馬区 商工観光課 まつり係 ☎03-5984-2389
「健康フェス ティバル」…練馬区 健康推進課 健康づくり係 ☎03-5984-4624
「ねりま・エコスタイルフェア」…(公財)練馬区環境まちづくり公社 ☎03-3993-8011

③ 「練馬産業見本市 ねりま EXPO2017

～いいもの

たくさん見て触れて！～」

【練馬産業見本市の概要】
◆ 目

的

優れた技術や特徴ある商品など、区内産業の魅力を広く紹介します。

◆ 開催規模

86 事業者

◆ 会場構成

各事業者が特色に応じて、9 つのゾーンに分かれて出展します。

１

製造・技術・機械ゾーン

精密機器・金属加工などに関わる技術・製品の展示・販売。

２

農業ゾーン

野菜の販売や練馬の農業に関する展示・紹介。

３

くらしのゾーン

生活に関連する製品やサービスの展示・販売。

４

食料品・飲食ゾーン

５

伝統工芸ゾーン

練馬区伝統工芸会に所属する職人が匠の技を使った作品等を展示・
販売・体験。

６

アニメ・映像ゾーン

練馬ならではのアニメキャラクターを使った展示や、映像によるＰＲ。

７

福祉・介護ゾーン

８

ネリサポ・創業支援ゾーン

9

すまいのゾーン

練馬ならではの商品や自慢の逸品の展示・販売。

福祉・介護に関連する製品やサービスの展示・販売・相談。
練馬ビジネスサポートセンター（通称ネリサポ）の創業支援事業を
利用した事業者の製品やサービスの展示・販売・相談
住宅に関連する製品やサービスの展示・体験・相談

今年度は体験できるブースが充実し、30 業種もの体験ブースが設けられます。
来場者が各出展者の特徴ある製品やサービスに直接触れることで、楽しみながら、
各出展者の商品やサービスを理解することができます。
また、練馬区独立 70 周年を記念して、今年、創業 70 周年を迎える区内事業
者をパネル展示にて紹介するコーナーを設けます。
出展事業者や体験ブース等の詳細は下記、産業見本市専用ホームページをご覧く
ださい。
【産業見本市専用ホームページ】
http://nerima-mihonichi.com/

▲昨年の様子①農業ゾーン

▲「練馬産業見本市 ねりま
EXPO2017」ポスター

▲昨年の様子②食料品・飲食ゾーン

▲昨年の様子③くらしのゾーン

【主催】練馬区 【共催】一般社団法人練馬産業連合会・一般社団法人練馬区産業振興公社
【後援】経済産業省関東経済産業局、公益財団法人東京都中小企業振興公社、地方独立行政法人東京都
立産業技術研究センター、東京商工会議所練馬支部、練馬区商店街連合会、公益社団法人練馬東法人
会、公益社団法人練馬西法人会、東京あおば農業協同組合、一般社団法人練馬アニメーション、練馬
漬物事業組合、練馬区伝統工芸会

【問い合わせ】練馬区 経済課

中小企業振興係

☎03-5984-1483

④ 「アニメカーニバル」は、片渕須直監督など豪華ゲストが盛りだくさん！
● 〈手塚治虫文化賞受賞記念〉『昭和元禄落語心中』
落語とマンガとアニメと。
◆ステージ：練馬文化センター大ホール
10 月 14 日（土）11：00～13：00
※事前申込み 当日券あり 無料
ゲスト：雲田はるこさん（漫画家）
石田彰さん（声優）
立川志らくさん（落語家）
立川志ら乃さん（落語家）

● 映画『この世界の片隅に』大ヒット感謝祭

▲「練馬アニメカーニバル
2017」ポスター

◆ステージ：練馬文化センター 大ホール
10 月 1４日（土）16:００～1８:０0
※事前申込み 当日券あり 無料
ゲスト：片渕須直さん（監督）
尾身美詞さん（女優）ほか

● タツノコプロ５５周年記念祭
『タイムボカン 逆襲の三悪人』
第 3 話先行上映！
◆ステージ：練馬文化センター小ホール
10 月 15 日（日）1６:00～1８:00
※事前申込み 当日券あり 無料
ゲスト：笹川ひろしさん（タツノコプロ顧問）
稲垣隆行さん（監督）
若山晃久さん（声優）
鬼頭明里さん（声優）ほか

●アニメの学校＠ねりま

※事前申込み 当日券あり 無料 ココネリ３Ｆ
アニメのプロからアニメの作り方を学ぼう！
◆「キッズアニメの作り方教室」
「パラパラ・クリンナップ体験教室」

●平成つつじ公園ライブステージ
アニメ JAZZ や「薄桜鬼」主題歌アーティストによるライブステージ
◆平成つつじ公園ステージ
10 月 1４日（土）12：30/15：00 ALL THAT JAZZ アニメ JAZZ ライブ
10 月 15 日（日）11：30/13：30 吉岡 亜衣加ライブステージ

●アニメマルシェ（10 月 14 日、15 日）11:00～18:30 ココネリ３F
●アニメギャラリー（10 月 14 日、15 日）11:00～18:30 ココネリ３F
その他さまざまなプログラムを予定しております。詳細は下記、公式サイトをご覧ください。
【練馬アニメカーニバル公式サイト】http://animation-nerima.jp/event/carnival/
【主催】練馬アニメカーニバル推進連絡会（練馬区、ねりま観光センター、西武鉄道株式会社、株式会社ジェイ
コム東京、東映アニメーション株式会社、一般社団法人練馬アニメーション）
【協力】アヌシー市、日本大学芸術学部、朝日新聞社、日本工学院クリエイターズカレッジ、東京商工会議所練
馬支部

【問い合わせ】練馬区 商工観光課

アニメ産業振興係

☎03-5984-1276

