
✩　第　17　回　　「　池 上 ま つ り　」　　　タ　イ　ム　テ　ー　ブ　ル　✩

会館前広場 展示ホール 集会室 第二会議室 白梅の間/
多目的ホール

紅梅の間 校庭等 ピロティ

野外ステージ 池上職人尽くし 室内ステージ 抽選会 池上昔写真 真心市 団体コーナー
団体コーナー

産直・池上みやげ

10：00～ 11:00～

9 : 30 ◆開会式 ＜実演・展示＞ 11:00◆挨拶 ◇産直販売 団体名（種類） 内容

◇表具 ◇池上昔写真 ・野菜、果物、物産 ＊堤方西町会（飲食） 焼きそば、かき氷

◇畳刺し 11:05◆シングルソング・コーラス ◇参加団体による展示 　・昔写真パネル展示 ◇駐輪場 ＊ＰＳＩ（飲食等） 揚げたこ焼き、揚げパン、キャラクターヨーヨー

10:00 ◆和太鼓演奏 ◇手描友禅 【「NORIE」＆伊与木一彦】 　　　　＆室内遊び 　・資料展示 ＜ご協力＞ ＊O's 大田異業種交流会（飲食） 大田汐焼きそば、飲み物等

【池上太鼓】
◇氷の彫刻 ＜参加団体＞ ＜ご協力＞ ＊蓮中友の会（飲食） フランクフルト、お茶

10:20 ◆Specialコンサート
（カービング）

11:30 ◆日本工学院バンド 秋田県美郷町、大田市場 ＊大森四中清陵会（飲食） 焼きとうもろこし、かき氷、飲み物

【原田真二】 ◇染織 【日本工学院】 ◆大森生活学校 山梨ぶどう(吉田様) ＊明るい社会づくりの会（飲食） お好み焼き

11:00 ◆パレード ◇布象嵌 ◆大森消防署・大森消防団 ＊東京建築士会大田支部（飲食） お好み焼き、モツ煮込、飲み物等

　　到着セレモ二ー ◇装飾料紙 11:55◆三線 ◆池上警察署生活安全課 ◇池上みやげ ＊羽田バル（飲食） ピザ、ポテト、飲み物

◇反物展示 【夢・あ～る工房】 ◆青少年対策池上地区委員会 ・手ぬぐい、Tシャツ等 ＊郵便局・臨時出張所（サービス案内） 郵便局のサービス案内・ＰＲ

◆東京都電気工事組合　大森支部 ＊まるかじりのお店（飲食） 生パイナップル

　◆キャラクターあつまれ！ 12:20 ◆日本工学院バンド ◆城南信用金庫池上支店 ◇ＳＬ鉄道模型 ◆シルバー人材センター ＊池上福祉園（物販） ビーズ作品、陶芸作品、利用者作品

【日本工学院】 ◆池上図書館 　・池上駅の今昔 ◆Ｊ：ＣＯＭ大田 ・ヨーヨーづり ＊上池台障害者福祉会館（物販） 革製品、焼き菓子

　・ＳＬ模型実演 ・ざっくぅグリーディング ・シオリづくり ＊樹林館（物販） 自主製品（縫製品、お菓子）の販売

11:20 ◆軽音楽コンサート 13:00 ◆ミュージカル ※第一会議室以外 　・駅の写真展示 ・ざっくぅスタンプラリー ・紙とんぼづくり ＊志茂田福祉センター（物販） 自主生産品の販売

【JMC(城南信用金庫軽音楽部)】 ＜ご協力＞ 【劇団みるき～うぇい】 ◆東急電鉄 　・ＳＬ記録映画上映 ・紙ひこうきづくり ＊はせさんず（飲食・サービス案内） 飲み物、介護生活支援等相談

12:00 ◆チアリーディング 倉野染工 →池上会館西館ロビー ＊和の会（物販） 手作り小物の販売

【NPO法人ピボットフット】 高橋染物工場 ◆大田区シルバー人材センター ◇リコージャパン ＊チャイルドアイズ 教材を使っての遊び

12:20 ◆フラダンス オズの魔法使い →池上小学校ピロティ ◇自衛隊東京地方協力本部 ・360°全天球カメラ ＊日本ボーイスカウト連盟　大田第7団 スーパーボール、おもちゃすくい

【アロハフラジャパン】 ◆アースフレンズ東京Ｚ 大田出張所 ＊HITONAMI（飲食） 弁当、総菜、ビール、ワイン、産直野菜等

12:50 ◆ダンスショーケース
→シュートチャレンジ ◆東急電鉄 ・災害派遣写真展示 ◆けん玉遊び ＊おしゃれんぼ倶楽部企画工房（物販） 手作り小物の販売

【E.S.D.Cダンス教室】 ◆リコージャパン株式会社 　・安全に関すること ・トーチ君との写真撮影 ＊NPO法人　CLE協会 カラー診断

13:05 ◆祭り囃子
＜ご協力＞ →池上小学校ピロティ 　・池上線ミニジオラマ展示 ・非常食展示 ＊抹茶でおもてなし（飲食） お抹茶、和菓子

【池上囃子保存会】 ✚✚ 救護所 ✚✚ 大森法人会 ◆Ｊ：ＣＯＭ大田 　・のるるんと写真を撮ろう 他 国際色豊かな8店舗

13:25 ◆合気道 ＜ご協力＞松井病院 →池上会館・会館周辺 　・池上線フォトギャラリー

【合気道掌法会】 設置場所：総合受付内 14:20 ◆落語

13:50 ◆アジアの民族舞踊
【茂手亭子丸（後藤　展行）】 ◆車両展示 ◆アースフレンズ ◇はねぴょん

【ワールドダンス】 《池上警察署》 東京Ｚ ・人気キャラクター「はねぴょん」登場

14:10 ◆フラダンス 14:45 ◆歌とピアノ ・オープンカー ・シュートチャレンジ

【池上本町フラサークル】 【皆方純子（ソプラノ）】  ◇ お楽しみ抽選会 ・フェアレディZ ◆大田観光協会

14:40◆バンド演奏
【小池律子（ピアノ）】 ◇真心市（バザー）　　 ・白バイ ・大田区観光情報コーナー

【KNOT FREE】 《大森消防署市野倉出張所》

・消防車 ◇勝海舟記念館

15:30 ◆阿波踊り 《太産工業株式会社》

【くすのき連】 ・レーシングカー ◆ＫＮＯＴＦＲＥＥ＆原田真二

16:00 ◆閉会式 　＊抽選券がなくなり次第終了 ・ＣＤ販売ブース

 　　　10:30出発（予定）　オープニングパレード　　コース：池上仲通り商店街　→駅前商店街　→　本門寺通り商店街　→　池上会館　11：00到着（予定）

参加団体：大森四中吹奏楽、池上朗子鼓笛隊、日本ボーイスカウト東京連盟大田第７団、大森消防少年団、池上交通安全協会、池上母の会、アースフレンズ東京Ｚ、羽田ヴィッキーズ、、池上地区１１町会　等

池 上 会 館 本 館 １ 階 池 上 会 館 本 館 ２ 階 池　上　会　館　西　館 池　上　小　学　校　と　そ　の　周　辺

第一会議室 霊山橋～北側道路

団体コーナー 模擬店・国際交流コーナー　等

＜プログラム＞ ＜プログラム＞
10：00～ 10：00～ 10：00～

◇模擬店

10：00～

【池上地区自治会町会長、
来賓】

　　　都立大森高校
　　　野球部◆明るい選挙池上地区推進委員会 ＜ご協力＞

◇周辺警備　　＜ご協力＞大田区シルバー人材センター、都立大森高校、リコージャパン株式会社、合気道掌法会、大田区役所、アースフレンズ東京Z

池上観光協会

【アースフレンズ東京Ｚ】

☀館外案内☀
参道入り口付近

☀本部・総合受付☀
１階　ラウンジ前

　　2,000枚

＊品物がなくなり次第終了

【はねぴょん、ピーポくん、
　　ざっくぅ、トウチくん他】

  西館ロビー 

 
第一会議室  

 
 

 チラシについている 

引換券で抽選できます 品物のご協力 

よろしくお願いします 

 

第ニ会議室  

 白梅の間 

 多目的ホール 

  紅梅の間 

 

 校庭 

会場全体 

  池上会館付近 

霊山橋～   池上小学校正門付近 

野外ステージ先 


