
浜名湖花博における

『愛・地球博ウィーク』

2004/0９/０３

愛・地球博　催事グループ



実施スケジュール

9月6日（月） 9月7日（火） 9月8日（水） 9月9日（木） 9月10日（金） 9月11日（土） 9月12日（日）

◆ステージ転換 ◆ステージ転換 ◆ステージ転換

◆ステージ転換 ◆ステージ転換 ◆ステージ転換　◆ステージ転換

　◆ステージ転換

◆ステージ転換 ◆ステージ転換 ◆ステージ転換

◆ステージ転換

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

《日本政府イベント》

周辺イベント

9:30～17:30

オープニング

セレモニー

準備

オープニング

セレモニー

愛・地球博

PRイ ベント

愛・地球博ライブ
【オカ リナ演奏】

愛・地球博ライブ

【オカ リナ演奏】

愛・地球博

PRイ ベント

大道芸ステージ

愛・地球博ライブ
【フラ ダンス】

愛・地球博
PRイ ベント

大道芸ステージ

愛・地球博ライブ

【フラ ダンス】

愛・地球博

PRイ ベント

大道芸ステージ

大道芸ステージ

愛・地球博

PRイ ベント

大道芸ステージ

愛・地球博
PRイ ベント

大道芸ステージ

愛・地球博ライブ
【ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝなど演奏】

愛・地球博ライブ

【ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝなど演奏】

愛・地球博ライブ
【ロックステージ】

愛・地球博ライブ

【ロックステージ】

愛・地球博

PRイ ベント

大道芸ステージ

《名古屋市ステージ》

（11:30～13:00）

《愛知県ステージ》

（13:00～15:00）

《日本政府イベント》

・公開リハーサル

11:15～12:15

《日本政府イベント》

・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ﾍﾟｯﾄﾎﾄ゙ﾙ
ｼｪｲｶｰ

　　13:15～14:00

・ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾃｰｼﾞ

14:00～14:25

・Share the World
コンサート

14:30～16:20

愛・地球博トークショ ー

リハーサル

愛・地球博ライブ

【シャンソン】

愛・地球博ライブ
【こま普及協会】

静岡放送・静岡FM共催

愛・地球博トークショ ー

【こま普及協会】

愛・地球博ライブ

□ステージ開場、客入れ
　（11:00～）

□客入れ（13:０0～）



愛・地球博　博覧会協会出展内容①

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

◆構成案◆構成案 ；；

20042004年年99月月66日（月）　日（月）　11:3011:30～～12:0012:00（（3030分間）分間）

水辺の劇場水辺の劇場

①『愛・地球博ウィーク』オープニングコメント①『愛・地球博ウィーク』オープニングコメント
②愛・地球博協会関係者挨拶②愛・地球博協会関係者挨拶
③『愛・地球博』ＰＲ③『愛・地球博』ＰＲ
④『愛・地球博ウィーク』コンテンツ紹介④『愛・地球博ウィーク』コンテンツ紹介

万博音頭●●MCMCよりクロージングコメントよりクロージングコメントクロージングクロージング2min

ウェルカ ム
キャラ バンスタッフ

BGM
●ウェ ルカムキャラ バンスタッフより、「愛・地球博ウィーク」の●ウェ ルカムキャラ バンスタッフより、「愛・地球博ウィーク」の

コンテンツ紹介を行い、お客様の参加を呼びかける。コンテンツ紹介を行い、お客様の参加を呼びかける。
「愛・地球博ウィーク」「愛・地球博ウィーク」

コンテンツ紹介コンテンツ紹介3min

・政府館代表者

・愛知県代表者

・名古屋市代表者
・ウェ ルカ ム

　キャラ バンスタッフ

・モリゾー＆キッコロ
　着ぐるみ　

登壇者

登場曲

●愛・地球博関係者代表とウェ ルカムキャラ バンスタッフが、●愛・地球博関係者代表とウェ ルカムキャラ バンスタッフが、

モリゾー＆キッコロと一緒に登場モリゾー＆キッコロと一緒に登場

●愛・地球博の●愛・地球博のPRPRををMCMCのインタビュー形式で行う。のインタビュー形式で行う。

　【関係者代表（政府館代表、愛知県代表、名古屋市代表）　

　　・愛・地球博の見所（パビリオン、催事、ホスピタリティなど）

　【ウェルカ ムキャラ バンスタッフ】

　　・ウェルカ ムキャラ バンスタッフに選ばれた感想・豊富

愛・地球博関係者代表愛・地球博関係者代表
およびおよび

ウェルカムキャラバンスタッフウェルカムキャラバンスタッフ
登場登場

15min

博覧会協会代表●●20052005年日本国際博覧会協会年日本国際博覧会協会 代表者による挨拶代表者による挨拶博覧会協会代表者挨拶博覧会協会代表者挨拶5min

ＭＣ
BGM

MC登場曲
●オープニング●オープニングMMに合わせてに合わせてMCMC登場～挨拶登場～挨拶

●●MCMCがが「愛・地球博ウィーク」のオープニングを告げる。「愛・地球博ウィーク」のオープニングを告げる。
オープニング～オープニング～MCMC登場登場2min

登壇者音響展開内容シーンTIME

　１）　オープニングセレモニー



愛・地球博　博覧会協会出展内容②

　２）　愛・地球博ＰＲイベント

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

20042004年年99月月66日（月）～日（月）～1010日（金）　日（金）　11日日11～～22回（１回回（１回3030分間）分間） 合計７回実施合計７回実施

水辺の劇場水辺の劇場

①モリゾー＆キッコロと司会による愛・地球博ＰＲ①モリゾー＆キッコロと司会による愛・地球博ＰＲ
②観客をステージにあげ、モリゾー＆キッコロとクイズを楽しむクイズショー（粗品進呈）②観客をステージにあげ、モリゾー＆キッコロとクイズを楽しむクイズショー（粗品進呈）

　3）　大道芸ステージ

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

◆出演者◆出演者 ；；

20042004年年99月月77日（火）～日（火）～1010日（金）　日（金）　11日日11～～22回（１回回（１回3030分間）分間） 合計７回実施合計７回実施

水辺の劇場水辺の劇場

大人から子供まで幅広い人気のエンターティナーによる大道芸ステージ大人から子供まで幅広い人気のエンターティナーによる大道芸ステージ

DAVE RAVEDAVE RAVE（（デイブレイブ）　デイブレイブ）　

ニューメキシコ生まれ、ストリートパフォ ーマンスのメッカ サンフランシスコで育ち、コメディアクティング、ジャグリング、マジックと

10以上の学校に通いプロの技を身につける。ストリートパフォ ーマンスだけでなくステージショ ーでも負けない、強いキャラクター
のエンターティナー。1995年「大阪 花の博覧会」で初来日。翌年の天保山ワールドパフォ ーマンスフェ スティバルでは大阪市長賞

を受賞する。現在日本全国で活躍し、お客様に笑いと感動を与え続けている。

【SKILL】
一輪車、ジャグリング、ディアブロ、スピニング、シガーボックス、マジック、トランペット、パントマイ ム　etc.



愛・地球博　博覧会協会出展内容③

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

20042004年年99月月66日（月）～日（月）～99日（木）　日（木）　11日日22～～33回（１回回（１回3030分間）分間） 合計合計1111回実施回実施

水辺の劇場水辺の劇場

　４）　愛・地球博ライブ

出演日 出演時間 団体名（連絡先） 演目 出演者人数

13:00～13:30

15:00～15:30

12:00～12:30

14:30～15:00

12:00～12:30
レッドベレー
（牧野親夫）

アコーディオン・ハーモニカ演奏 6名

13:00～13:30
愛知万博支援歌手・演奏者連盟
（臼井悟司）

シャンソンステージ
（愛・地球博応援ソングなど）

2名

14:30～15:00 レッドベレー アコーディオン・ハーモニカ演奏 6名

12:00～12:30

14:30～15:00

13:00～13:30

15:00～15:30

6日

7日

8日

9日

中部オカリーナ協会
（高橋美智子）

オカリナ演奏 4名

15名
ナ・プア・オレナ フラスタジオ
（加藤千尋）

フラダンス

SECRET OCEAN
（高塚広海）

ロックステージ
（愛・地球博応援ソング「EVENING」など）

10日

4名

日本こままわし普及協会
（武田勉）

こまのパフォーマンス 1名



愛・地球博　博覧会協会出展内容③

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

◆出演者◆出演者 ；；

20042004年年99月月1010日（金）　日（金）　11:3011:30～～13:0013:00（（9090分間）　　分間）　　

水辺の劇場水辺の劇場

愛・地球博に携わっているマリクリスティーヌさんらをゲストに迎え、静岡放送・静岡ＦＭ２局共催による愛・地球博に携わっているマリクリスティーヌさんらをゲストに迎え、静岡放送・静岡ＦＭ２局共催による

愛・地球博をＰＲするイベントを実施。愛・地球博をＰＲするイベントを実施。

イベント告知による集客活動を行うことはもちろん、その模様を収録して後日２局にて放送し、幅広いイベント告知による集客活動を行うことはもちろん、その模様を収録して後日２局にて放送し、幅広い

人々へ愛・地球博をＰＲする。人々へ愛・地球博をＰＲする。

◎ルクプルによるミニライブの実施◎ルクプルによるミニライブの実施

◎イベント内で「愛・地球博」のコンテンツをテーマにしたトークショーを実施（約３０分）◎イベント内で「愛・地球博」のコンテンツをテーマにしたトークショーを実施（約３０分）

◎イベント事前告知を実施（スポット、番組内）◎イベント事前告知を実施（スポット、番組内）

◎イベントの模様収録し、後日両局にて放送（１５～３０分）◎イベントの模様収録し、後日両局にて放送（１５～３０分）

マリ　クリスティーヌ、山根一眞、山本寛マリ　クリスティーヌ、山根一眞、山本寛斎斎、藤井フミヤ（ビデオメッセージ出演）、ルクプルなど、藤井フミヤ（ビデオメッセージ出演）、ルクプルなど

　5）　静岡放送・静岡ＦＭ共催　愛・地球博ＰＲイベント



名古屋市出展内容

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

20042004年年99月月1111日（土）　日（土）　1111:30:30～～13:0013:00

水辺の劇場、しおみブース水辺の劇場、しおみブース

①ブラスバンド演奏①ブラスバンド演奏
　（出演：名古屋市消防音楽隊＋豊田市消防音楽隊）　（出演：名古屋市消防音楽隊＋豊田市消防音楽隊）

②シンフォニーステージ（１）②シンフォニーステージ（１）
　（シンガーソングライター　（シンガーソングライター22名によるオリジナルライブ　　出演：名によるオリジナルライブ　　出演：AHOAHO））
　　　　　　　　　　　　　　
③③シンフォニーステージ（２）　　　　　シンフォニーステージ（２）　　　　　
　（キッズダンス　　出演：　（キッズダンス　　出演：DDMDDMカンパニー）カンパニー）

④シンフォニーステージ（３）④シンフォニーステージ（３）
　（フォークシンガーによるオリジナルライブ　出演：大は　（フォークシンガーによるオリジナルライブ　出演：大はししたつ屋）たつ屋）
　　　　　　　　　　　　　　
⑤フィナーレ　　　⑤フィナーレ　　　
　（シンフォニーオリジナル曲の演奏とダンス　　出演：シンフォニー会員＋消防音楽隊）　（シンフォニーオリジナル曲の演奏とダンス　　出演：シンフォニー会員＋消防音楽隊）
　　　　　　　　　　　　　　

※その他、『ささしま』や『パビリオン』の紹介プレゼンテーションも実施※その他、『ささしま』や『パビリオン』の紹介プレゼンテーションも実施



愛知県出展内容

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

20042004年年99月月1111日（土）　日（土）　13:0013:00～～15:0015:00

水辺の劇場、しおみブース水辺の劇場、しおみブース

①オープニング　創作和太鼓①オープニング　創作和太鼓
　（壮大かつ華やかに！出演：光）　（壮大かつ華やかに！出演：光）

②全国で唯一の伝統技術・文化　からくりの世界②全国で唯一の伝統技術・文化　からくりの世界
　（江戸時代から伝承されてきた職人技　　出演：犬山市からくり保存会）　（江戸時代から伝承されてきた職人技　　出演：犬山市からくり保存会）
　　　　　　　　　　　　　　
③ヤングパワーステージ　　　　　　③ヤングパワーステージ　　　　　　
　（　（どど祭等で活躍する若者達によるダンスパフォーマンス　　出演：大地）祭等で活躍する若者達によるダンスパフォーマンス　　出演：大地）

④愛知まるごと郷土・万博クイズ　④愛知まるごと郷土・万博クイズ　
　（お客様参加型のクイズを通して、愛知・愛知県パビリオンの魅力を訴求）　（お客様参加型のクイズを通して、愛知・愛知県パビリオンの魅力を訴求）
　　　　　　　　　　　　　　
⑤人と自然の共生を唄う　　　　　　⑤人と自然の共生を唄う　　　　　　
　（感動とやすらぎを贈るすばらしいハーモニーとピアノ演奏　　出演：ギフト）　（感動とやすらぎを贈るすばらしいハーモニーとピアノ演奏　　出演：ギフト）
　　　　　　　　　　　　　　
⑥創作和太鼓　来場者とのコラボレーション⑥創作和太鼓　来場者とのコラボレーション
　（演者、来場者が一体となったパフォーマンス　　出演：光）　（演者、来場者が一体となったパフォーマンス　　出演：光）
　　
※「しおみブース」にて愛知県パビリオン紹介ＶＴＲ上映※「しおみブース」にて愛知県パビリオン紹介ＶＴＲ上映



日本政府出展内容

◆日時◆日時 ；；

◆場所◆場所 ；；

◆内容◆内容 ；；

◆出演者◆出演者 ；；

20042004年年99月月1212日（日）日（日）
　◎　◎11:11:1515～～12:12:1515　　公開リハーサル公開リハーサル

　◎　◎13:1513:15～～14:0014:00　ワークショップ・ペットボトルシェイカー　　　　　　　　　　ワークショップ・ペットボトルシェイカー　　　　　　　　　
　◎　◎14:0014:00～～1144::2525　アトラクションステージ　　　　　　　　　　　　ＭＣ　小倉　久寛、伊藤　聡子　　アトラクションステージ　　　　　　　　　　　　ＭＣ　小倉　久寛、伊藤　聡子　　　　　
　　◎◎14:3014:30～～1166::2200　　Ｓｈａｒｅ　　　Ｓｈａｒｅ　thethe　　WorldWorld　　コンサート　　　　　　渡辺　貞夫　政府出展事業　総合監督　の指揮によるコンサート　　　　　　渡辺　貞夫　政府出展事業　総合監督　の指揮による

水辺の劇場　および　水辺の劇場　および　しおみブースしおみブース周辺周辺

浜名湖花博での「愛・地球博ウィーク」における日本政府出展事業のＰＲとして、メッセージソングである浜名湖花博での「愛・地球博ウィーク」における日本政府出展事業のＰＲとして、メッセージソングである

Share The World Share The World を核としたコンサートやワークショップを核としたコンサートやワークショップなどなどを行う。を行う。

■演出概要■■演出概要■

11：渡辺貞夫グループとこどもたちによるコンサート　　：渡辺貞夫グループとこどもたちによるコンサート　　１１１１曲曲１１１１00分程度　分程度　　　　　　　　　　　　　ＭＣ　小倉　久寛、伊藤　聡子ＭＣ　小倉　久寛、伊藤　聡子

22：：アトラクションステージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉久寛、伊藤聡子によるペットボトルシェーカーのパーカッションのアトラクションステージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉久寛、伊藤聡子によるペットボトルシェーカーのパーカッションの使い方、　使い方、　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボディーランゲージ説明及びミキ他のアカペラとボディーランゲージ講座ボディーランゲージ説明及びミキ他のアカペラとボディーランゲージ講座

33：ワークショップ　～みんなでつくろうペットボトルシェーカー～：ワークショップ　～みんなでつくろうペットボトルシェーカー～　　　　　リサイクル品を活用した楽器制作のワークショップを開設。　　　リサイクル品を活用した楽器制作のワークショップを開設。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営スタッフを配置、入場者と楽器をつくって思い思いの音色を奏でよう！　　運営スタッフを配置、入場者と楽器をつくって思い思いの音色を奏でよう！　　
　　　　　　
■プロモーション概要■■プロモーション概要■
11：映像シアター　　　　日本政府出展事業ＰＲビデオ／Ｓｈａｒｅ：映像シアター　　　　日本政府出展事業ＰＲビデオ／Ｓｈａｒｅ the Worldthe Worldプロモーションビデオ／ボディーランゲージレッスンビデオプロモーションビデオ／ボディーランゲージレッスンビデオ
22：日本政府ＰＲ展示　日本政府館ミニュチュア展示／「サイバー日本館」ＨＰ紹介ＰＣ設置／Ｓｈａｒｅ：日本政府ＰＲ展示　日本政府館ミニュチュア展示／「サイバー日本館」ＨＰ紹介ＰＣ設置／Ｓｈａｒｅ the Worldthe Worldメッセージボード掲出／メッセージボード掲出／ 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　日本館ＰＲチラシ設置　　　　　　　　　　　　　　日本館ＰＲチラシ設置
33：Ｓｈａｒｅ：Ｓｈａｒｅthe World  the World  ＣＤ配布ＣＤ配布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①渡辺貞夫グループ（①渡辺貞夫グループ（77人）人）

　●渡辺貞夫（　●渡辺貞夫（asas、、snsn）　●）　●小野塚　晃（小野塚　晃（pp、、keykey）　●）　●梶原　順（梶原　順（gg）　●）　●青木　智仁（青木　智仁（bb））

　　 ●●石川　雅春（石川　雅春（dsds）　●）　●スティーブ・ソーントン（スティーブ・ソーントン（perper）　●）　●ンジャセ・ニャン（ンジャセ・ニャン（perper））

②②こどもたち（コーラス）（こどもたち（コーラス）（182182人）人）

　●まつぼっくりならまち少年少女合唱団（奈良）　●まつぼっくりならまち少年少女合唱団（奈良） 4949人　●宇都宮市立泉が丘中学校合唱部（栃木）　　人　●宇都宮市立泉が丘中学校合唱部（栃木）　　 1717人人

　　 ●ヤマハ音楽教室（愛知）　　　　　　　　　　　　●ヤマハ音楽教室（愛知）　　　　　　　　　　　　 2222人　●浜松市立広沢小学校　　　　　　　　　　　　　　人　●浜松市立広沢小学校　　　　　　　　　　　　　　 2222人　人　

　　 ●ｴｽｺｰﾗ●ｴｽｺｰﾗ ｱﾚｸ ﾘ゙ｱｱﾚｸ ﾘ゙ｱ ﾃﾞﾃﾞ ｻﾍﾞｰﾙ（浜松）　　　　　　ｻﾍﾞｰﾙ（浜松）　　　　　　 2727人人 ●愛知教育大学付属中　他（岡崎）　●愛知教育大学付属中　他（岡崎）　 2525人人

●●SHIRY LANHAM ELEMENARY SCHOOLSHIRY LANHAM ELEMENARY SCHOOL　　 2020人人

③こどもたち（リスム）（③こどもたち（リスム）（2828人）人）

　●栃木県リズムスクール（栃木）　　　　　　　　　　●栃木県リズムスクール（栃木）　　　　　　　　　

　 　“Share the World”　フェスティバル　　～　「愛・地球博」政府出展ＰＲイベント　～



●映像シアター
●日本政府館PR展示
●CD配布

＜水の園＞

メイン入口・プレス受付
しおみブース

●公開リハーサル

●ペットボトルワークショップ

●アトラクションステージ

●コンサート

水辺の劇場

会場構成


