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■けやき広場イベント
当日　9：00～15：00まで

ウィルチェアーラグビー日本代表
若山 英史

元ラグビー日本代表
大畑 大介

主催：（公財）練馬区文化振興協会
出演：練馬交響楽団金管アンサンブル

①10：00～　②11：30～　③13：00～

•ディズニーメドレー
•世界に一つだけの花
•ロッキーのテーマ
•世界の国から
 こんにちは
•サライ　 ほか（予定）

演奏曲目

13：00 ～ 大型モニターで大会中継リプレイ

９：00 ～

10：15 ～

11：00 ～
▼

▼
けやき広場イベント スタート

大会表彰式

練馬交響楽団金管アンサンブルコンサート

谷川 真理 神野 大地 吉田 香織

大会ゲストランナーも登場！

ランナーへの応援メッセージやマラソンに関する思い出などを募集します！
大会の様子は、J：COMチャンネル（地デジ11チャンネル）で生中継。
動画サイト「YouTube」、地域情報アプリ「ど・ろーかる」でもライブ配信します。
番組では、みなさんからいただいた応援メッセージをご紹介。
大会当日は、ツイッターでハッシュタグ
「＃練馬こぶし」でつぶやいてください！

Twitter ⇒ ＃練馬こぶし

けやき広場イベントスケジュール 特設
ステージにて

■ランナー応援メッセージを募集！
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練馬区商工観光課練馬区
オリンピック・パラリンピック担当課

ねりま観光センター
（練馬区産業振興公社）

みどりバス(練馬区交通企画課) 警視庁 練馬・光が丘・石神井警察署 練馬区選挙管理委員会大江戸線延伸促進期成同盟　

練馬区立花とみどりの相談所 ねり☆エコ
（練馬区地球温暖化対策地域協議会）

練馬区立防災学習センター

ねりまのじどうかん （社福）練馬区社会福祉協議会 練馬区環境課・日産販売会社グループ東京あおば農業協同組合

練馬区都市農業課練馬区町会連合会 練馬区健康推進課 練馬区広聴広報課

F-1

F-5

F-7、F-8、F-9 F-10F-6

F-2 F-4F-3

Nerima若手ChefsClub ＆ 
練馬区協働推進課

田柄神明商店会
「もつ煮」

地元練馬区商店街連合会
第九ブロック 旭町、高松、土支田商店会

共栄商店会（有）一輝ねりコレ

SPECIALTY COFFEE ＆  BEER STAND
comes  from  good  coffee

北大泉商栄会（株）竜馬園ベーカリーマザーグース

飲食ストリート
出店者
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YouTubeの
配信は
こちらから

⇒

練馬区で「世界都市農業サミット」「世界都市農業サミット」を開催
“Urban Agriculture World Summit”11月29日（金）～12月1日（日）

ニューヨークとロンドンから行政担当者・研究者の４名が
参加し、区内農地の視察やパネルディスカッションを行
い、各都市の都市農業の紹介や農業関係者との意見交換
を実施しました。

◀収穫体験を楽しむ参加者

世界に誇れる練馬の都市農業！
昨年11月にプレイベントを実施

ゆるキャラグリーティングタイム

　練馬区は、東京23区にありながら、都市の中に農地が存在し、身近で採れたて野菜
が味わえる、果実の摘み取りや農業体験ができる、農を楽しめるまちです。
　「農」のある暮らしができる練馬区の都市農業の魅力と可能性を世
界に発信するため、「世界都市農業サミット」を開催します。
　ニューヨーク、ロンドン、ジャカルタ、ソウル、トロントの５都市が参加
する国際会議やワールドマルシェなど、様々なイベントを実施します。

K-2

（株）井口機工製作所

大陽ステンレススプリング（株） （株）きらぼし銀行

光が丘IMA北豊島園自動車学校 白洋舎のランニングシューズ・
スニーカー  クリーニング

としまえん

米ぬか酵素風呂サロン
Ｂｒａｎ Douce ブラン・ドゥース

（公社）東京都宅地建物取引業協会
練馬区支部 不動産無料相談

（公社）全日本不動産協会
東京都本部 練馬支部

（公社）東京都柔道整復師会 練馬支部
転倒予防のための体操指導

スポーツクラブ ルネサンスJ:COM（株）タムラ製作所

ハンドスタンプ（手形）を押して、
東京2020大会に参加しよう!

練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」が応
援にかけつけます！
ねり丸サンバイザー(ペーパー)をプレゼント！

大人気!ねり丸グッズ販売中!!区内お花見マッ
プや観光ガイドマップなども配布中です。お土
産や出場記念にぜひお気軽にお立ち寄りくだ
さい。

区内6ルートでみどりバス運行中! みなさんのまちをランニングしながら、まちの安
全・安心パトロール「練馬ランニングパトロール
隊（ランパト）」の参加者を募集しています。

4月21日（日）は練馬区議会議員選挙!来てく
れた方には、選挙啓発グッズをプレゼントしま
す。みんな遊びに来てね。

大江戸線延伸スティックバルーンで、ランナー
を応援しよう！みんなで力を合わせて大江戸線
延伸の早期実現を目指そう!

マラソン応援グッズやフェイスペインティングで
こぶしハーフマラソンを盛り上げよう!

練馬区社協の広報大使ネリーのグッズ販売や、
社協が運営する福祉作業所の自主製品を販
売します。また、ネリーの缶バッジの製作体験
などを行います。

今大会のランナーの先導車にもなった、最新
の電気自動車の魅力や性能をご紹介します！
アンケートに答えて頂いた方にオリジナルグッ
ズをプレゼント!

JA東京あおば管内で育った安心・安全な農産
物を使用したおいしいプライベートブランド商
品の販売です。

6種類のバラの香りを体感してアンケートに答
えると、抽選で「香りのミニバラの苗」が当たり
ます!

ご家庭から始めよう!STOP温暖化!!クイズに
答えた方に抽選で省エネグッズをプレゼント!
ねりねこ☆彡・ねりこんvvも応援にくるよ!!

首都直下地震の発生確率は今後３０年で70%
～80%!!
「今日から出来る防災対策」を紹介します。

区オリジナル健康アプリ「ねりまちてくてくサ
プリ」を紹介するブースです。
その場でアプリ登録された方に区オリジナル
グッズをプレゼント!

練馬区の魅力的な情報をご紹介しているブー
スです。
来ていただいた方には、素敵なオリジナルグッ
ズをプレゼントします。　

昨年末に収穫して干しあげた「練馬大根」を昔
ながらの材料と製法で漬けこんだ「ねりま本干
沢庵」や、区内の漬物事業者自慢のお漬物を
販売します。

練馬区の町会・自治会の活動を紹介していま
す。町会・自治会クイズにご参加いただいた方
には、ねり丸のタオルをプレゼントしています!

本会場限定!練馬産野菜を使った「鰹節たっぷ
り特製ソース焼きそば」と「メキシカンビーフラ
イス」が登場！ぜひご賞味ください！

この練馬の地、田柄にて２０年以上の伝統ある
「もつ煮」田柄神明商店会納涼夏祭りや第七
地区祭田柄会場でも出店。地域の方々から大
人気です。

ソース焼きそば ソースが決めて!!
御飯で作ったことのある焼き団子です。

国産のとり肉を使用し、手刺しのやきとり串を
その場にて焼き上げた温かいやきとりです。

ねりまのオススメ商品コレクション。ねりコレよ
り１０店舗が出店！和菓子、洋菓子、パン、お惣
菜、アイス、はちみつ、お酒までオススメ商品が
勢揃い！

江古田ゆうゆうロードにある、スペシャルティ
コーヒースタンド、テイクアウトコーヒーとブ
ルームーンの生ビールを用意して会場でお待
ちしてます！

心も体もポカポカになる手作り豚汁を販売しま
す!!

創業103年江古田駅北口。
「嵐にしやがれ」の番組に選ばれたフライド
エッグ焼きそばパン、カツカレー、大納言入りミ
ニ菓子パンが好評。

創業７０年以上のばねメーカーです。自動車、
家電、日用品に至る多くの製品に使われてい
るばね製品は、皆様の身近な存在です。是非
ご来場下さい。

☆きらぼし銀行ブースにて
①リトルツインスターズフォトスポット提供
②当日限りの２大プレゼント!
是非、お立ち寄りください!

都内有数の広々コースでフレンドリー教習実
施中。免許を取るなら北としまで楽しく免活し
ませんか？都内初学科教習教材「DON!DON!
ドライブ!」

光が丘IMA公式キャラクター「IMAにゃん」と
のジャンケン勝負や、子供が楽しめるゲーム、 
IMAにゃんグッズの販売コーナーがございま
す。

ランニングシューズ・スニーカーをお預かり致し
ます。クリーニングしてご自宅へ直送します。
汚れも臭いもスッキリしますよ。

のりもの1日券や、エルちゃんカルちゃん等のと
しまえんオリジナルグッズを販売するほか、ミ
ニゲームをご用意しました。
ぜひお立ち寄りください!

体の｢サビ｣を除去してくれる水素吸入体験、
｢ソラーチ｣によるフットマッサージ体験が出来
ます。出走ランナーさんにはお得なサービス
も!!

TVでも紹介された「ないよりましボード」を展
示・販売しております。バッグの整理はもちろん、
いざという時に護身や防災にも役立つ優れモ
ノです!

昭和27年に設立された不動産業界では最古
の業界団体です。その歴史と経験をもとに、不
動産取引に関する相談に無料でお応えします。

宅地建物取引士、弁護士、会計士、一級建築
士による、不動産全般に渡る不動産相談・法律
相談・税務相談・建築相談と不動産開業相談。

指先に測定器を当てることで血管年齢を測定
することが出来ます。生活習慣について考える
きっかけとして、是非一度測定してみません
か？

転倒予防のため、運動習慣のない方々に体操
指導します。ご一緒に動的ストレッチや反応ト
レーニングなど筋肉作りで健康な体を手に入
れましょう。

テレビ、インターネット、固定電話、モバイル、電
力を中心にサービスを展開しています。ブース
ではラグビー日本代表応援千羽鶴プロジェク
トを実施中。

生態系を維持するため駆除された鹿の革を活
用し、世界で一つのトートバックをつくる鹿革
ワークショップを開催します。
（先着５０名：無料）

K-1 いま、世界が日本を目指す！
～ラグビーワールドカップ２０１９・東京２０２０大会がやってくる～

アスリートトークショー11：45 ～


