おかざきコウエンナーレ発表資料

平成 26 年７⽉ 2 日（水）

おかざきコウエンナーレ 2014
【事業概要】
『おかざきコウエンナーレ 2014』とは、岡崎のランドマークである「岡崎公
園（コウエン）」を中⼼に、岡崎の⽂化・観光資源の魅⼒の数々をたっぷりと感
じていただくイベントサミットです。
開催日程

平成 26 年７⽉ 26 日（土）から 11 月２日（日）までの 100 日間

開催場所

岡崎公園（康生町）および岡崎公園周辺

主

イベントにより異なります。

催

『コウエンナーレ 2014』全体のお問合せ先
岡崎市役所文化総務課

担当：梅澤

TEL：0564-23-6615 FAX：0564-23-6343
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オカザえもん関連イベント等について

①オカザえもん

日本一（？）巨大ロボプロジェクト

岡崎公園内に高さ約６メートルの「オカザえもん型ロボット」が出現します。
【開催日時】

９月 21 日（日）、22 日（月）、23 日（火・祝）
各日 13：00〜16：00、荒天の場合は中止とします。

【開催場所】

岡崎公園

多目的広場（康生町）

【観 覧 料】

無料

【問合せ先】

岡崎市役所文化総務課

【そ の 他】

ロボットの制作は、アート制作物の専門家が⾏います。基本的

担当：梅澤（TEL: 0564-23-6615）

に⼀般の⽅は、少し離れた安全な場所でご覧いただくだけとな
りますが、オカザえもんに関する参加型イベントも考えていま
す。
②朝いちざえもん
オカザえもんが岡崎城天守にてみなさんをお出迎えします。天守ではオカザ
えもんと一緒に写真を撮ることができます。
【開催日時】

７月 28 日（月）、8 月 11 日（月）、10 月 6 日（月）
各日 9：00〜9：30

【開催場所】

岡崎城天守（岡崎公園内、康生町）

【参 加 料】

イベント⾃体は無料ですが、岡崎城への⼊場券が必要です。

【問合せ先】

岡崎市役所文化総務課

担当：梅澤（TEL: 0564-23-6615）

【そ の 他】 10:00 くらいから 11:00 くらいまで、オカザえもんが岡崎公園
内に出没します。
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③オカザえもんスペシャルアートシール配布
『おかざきコウエンナーレ 2014』の PR グッズとして、オカザえもんのスペ
シャルアートシール（絵：⻫と公平太さん）を特定イベントで配布します。
シールは、多くのイベントへの参加促進のため、シールごとに希少度（レア
度）を設定し、全 11 種類を用意します。
【シール作成枚数】

全 11,000 枚

希少度１×２種

各 3,000 枚

希少度２×３種

各 1,000 枚

希少度３×３種

各 500 枚

希少度４×２種

各 200 枚

希少度５×１種

100 枚

●シール例
希少度２（★★☆☆☆）

希少度３（★★★☆☆）
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【シール配布イベント】
・ご当地キャラ大集合!!オカザえもんのおともだち 101 人プロジェクト
（１回目のコウエンナーレオープニングセレモニー含みます）
・オカザえもん

日本一（？）巨大ロボプロジェクト

・朝いちざえもん（天守での配布のみ）
ひがしすみやぐら

・ 東 隅 櫓 まちなかジャズスペース
・まちなかジャムセッション
・巽閣講談席
・名鉄のハイキング『電⾞沿線コース』
・岡崎公園着物でほっと一息
・グレート家康公「葵」武将隊ワンコインコンサート
【配布枚数】
各イベントへのご参加で先着順にお一人１枚ずつ配布します。
④その他オカザえもん出演コウエンナーレイベント
・東隅櫓まちなかジャズスペース 10 月 26 日（日） 14:00〜
・岡崎城下家康公夏まつり
・2014 岡崎城下家康公秋まつり
・ご当地キャラ大集合!!オカザえもんのおともだち 101 人プロジェクト
全国のご当地キャラ、武将隊、ご当地アイドルを中心にオカザえもんのおと
もだちを岡崎へご招待。オカザえもんとおともだちが舞台でパフォーマンスを
⾏います。
【開催日時】

7 月 26 日（土）、８月 16 日（土）、９月 20 日（土）、
10 月 4 日（土）、11 月 1 日（土）
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■ステージイベント
岡崎城二の丸能楽堂にてステージイベントを実施します。
それぞれ、午前の部 11:00 から、午後の部 14:00 から
※都合により開催時間等が変更となる場合があります。
■グリーティング（キャラクターによるおもてなし）
10:00 から 16:00 まで
※ステージイベント開催時は園内でのおもてなしは実施しませ
ん。
【開催場所】

岡崎公園各施設及び岡崎城二の丸能楽堂

【参 加 料】 館内でのグリーティング時に施設の入場料⾦が必要となります。
また、11:00、14:00 のステージイベントをご覧いただくには岡
崎城及び家康館の共通入場券の提示が必要です。ただし、７月 26
日の午前の部は提⽰不要です。
（オープニングセレモニーに引き続
き、入替無しで能楽堂にて当イベントを開催します）
【参加キャラ】
『オカザえもん』以外の現時点での出演キャラについては下のとおりです。
※７月 1 日現在
■７月 26 日（土）

※あいおうえお順

※（

）内は出身地です。

キャラクター構成：混合

・アイチータ（愛知県） ・い〜わくん（岩倉市） ・いが☆グリオ（伊賀市）
・いなッピー（稲沢市） ・きーぼー（安城市） ・グランスピアー（愛知県）
・グレート家康公「葵」武将隊
・出世大名家康くん（浜松）

・しまねっこ（島根県）、
・タボくん（滋賀県）、

・ちっちゃいおっさん（尼崎市） ・のっぴー（名古屋市）
・はち丸（名古屋市）
■８月 16 日（土）

・道風くん（春日井市）

キャラクター構成：武将隊
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・あいち戦国姫隊
■９月 20 日（土）
・ＯＳＵ

・忍城おもてなし甲冑隊 ・グレート家康公「葵」武将隊
キャラクター構成：アイドル

・さくらＨＲ

■10 月 4 日（土）

キャラクター構成：キャラクター

・アイチータ（愛知県）
・井之介（春日井市）

・アルクマ（⻑野県）

・いなりん（豊川市）

・おおぞねこ（大曽根）

・かきたん（ＪＡ紀北かわかみ） ・ぐんまちゃん（群馬県）
・こまちゃん（瀬⼾市）

・真田幸丸（信州上田）

・さのまる（佐野市）

・シートンくん（名古屋市港区）

・せとくん（瀬⼾市）

・だがやくん（名古屋市）

・和み柴っこ（京都三条烏丸）

・にんじゃえもん（甲賀市甲南町）

・バリィさん（今治市） ・ふっかちゃん（深谷市） ・ぼっくりん（高砂市）
・まい・バーラ（米原市）

・⿓王さくらちゃん（三重県芸濃町）

・わん丸君（犬山市）
■11 月 1 日（土）

キャラクタ―構成：混合

・アイチータ（愛知県）
・カパル（志木市）

・うどん脳（高松市） ・お猿のくぅ（高山市）

・環境保全怪獣オードウ（愛知県）

・キララちゃん（京田辺市）

・きんとくん（岡山県）

・クジャック（名古屋市）

・ゴーヤ先生（福知山市）

・しんじょう君（須崎市）

・SUKIYAKININJA（不明）

・やちにゃん（彦根市）

・レッキーくん・レッキーちゃん（岐阜県七宗町）

・雪丸（奈良県王寺町）
※出演キャラ等は予告なく変更または追加となる場合がございます。
【問合せ先】

岡崎パブリックサービス 担当：遠山（TEL: 0564-24-2204）

【そ の 他】

能楽堂への入場は、先着 300 名様となります。
三河武士のやかた家康館では、各おともだちのパネルを展示し、
記念撮影ができるようにします。また、おともだちによっては、
園内に PR ブースを設置し、おもてなしができるようにします。
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