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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

原口あきまさ、流れ星らによる爆笑生トーク！ 

「メ～テレ秋まつり 2018」ステージイベント情報を公開 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、9月29日(土)・30日(日)の2日間、名古屋市中区の久屋大通公

園一帯にて、「メ～テレ秋まつり 2018」を開催します。 

会場ではメ～テレ自社制作番組の公開収録を実施するほか、来場者の皆様にメ～テレの番組を身近に

感じていただける様々なイベントを実施します。 

秋の週末を、ぜひ「メ～テレ秋まつり 2018」でお楽しみください！ 

 

 

＜イベント概要＞ 

■タイトル：メ～テレ秋まつり2018    https://www.nagoyatv.com/akimatsuri2018/ 

■開催日：9 月29 日(土)・30 日(日) 午前10:00～午後6:00  両日雨天決行 

■会 場：久屋大通公園（エンゼル広場・久屋広場・光の広場） 

■主 催：メ～テレ 

■後 援：名古屋市、名古屋商工会議所、 

一般社団法人 中部経済連合会、朝日新聞社、日刊スポーツ 

 

 

＜ステージイベントラインナップ＞ 
 

エンゼル広場 特設ステージ 

■豊田合成トレフェルサ×原口あきまさトークショー 

■日時：9 月29 日(土) 午後1:30～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

■出演：原口あきまさ、 

近裕崇、傳田亮太、高松卓矢、イゴール・オムルチェン、内山正平 

（以上 豊田合成トレフェルサ） 

◎次世代を担うものまね芸人、原口あきまささんと豊田合成トレフェルサの

選手たちによるトークショーです。盛り上がること間違いなし！ 
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エンゼル広場 特設ステージ 

■三州瓦 presents dela LIVE 

■日時：9 月29 日(土) 午後2:30～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

■出演：dela 

◎三州瓦の公式応援サポーターも務める、 

名古屋を拠点に活動するアイドルユニット、 

dela のライブです。 

 

 
 

エンゼル広場 特設ステージ 

■昭和西川 presents 将棋スペシャルトークショー 

■日時：9 月29 日(土) 午後4:15～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

■出演：杉本昌隆七段、中山則男六段、 

谷口由紀女流二段 

■MC：堂野浩久（メ～テレアナウンサー） 

◎人気棋士によるトークショー。賞品がもらえる 

クイズコーナーも！ 

 

 

 

エンゼル広場 特設ステージ 

■ダイドー クラシックコンサート ～サックスの魅惑の響き～ 

■日時：9 月29 日(土) 午後5:00～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

◎セントラル愛知交響楽団のメンバーによる、華やかで迫力あるブラスアンサンブルのステージをお届けします。 

※協賛：ダイドー 

 

 

エンゼル広場 特設ステージ 

■名古屋外国語大学＆名古屋学芸大学 クラブパフォーマンスショー 

■日時：9 月29 日(土) 午後3:30～、30 日(日) 午後3:00～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

◎名古屋外国語大学と名古屋学芸大学の学生たちによるチアやダンス、英語演劇のステージです。 
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エンゼル広場 特設ステージ 

■中村保育園 子ども達のミニコンサート 

■日時：9 月30 日(日) 午前10:00～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

◎かわいい子どもたちによるパフォーマンスをお楽しみください。 

 

エンゼル広場 特設ステージ 

■保育園児たちと楽しむ キックボクシング体操 

■日時：9 月30 日(日) 午前10:15～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

◎元キックボクシング世界王者・佐藤嘉洋と子どもたちと一緒にキックボクシング体操を楽しみましょう。 

 

エンゼル広場 特設ステージ 

■二村卓也マジックショー 

■日時：9 月30 日(日) 午前10:30～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

◎マジシャン二村卓也によるスーパーパフォーマンスをお見逃しなく！ 

 

エンゼル広場 特設ステージ 

■“流れ星”＆“Ｇメン”秋の「ぎふ旅」PRステージ 

■日時：9 月30 日(日) 午前11:30～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

■出演：流れ星 

◎岐阜県出身の流れ星のふたりが、 

岐阜県の魅力を紹介します。 

県内各地の観光おもてなし隊  

Ｇ（ギフ）メンとゆるキャラも登場！ 

 
エンゼル広場 特設ステージ 

■アイドルダンス「プチもぎ」＆「チビ☆カン」 

■日時：9 月30 日(日) 午後0:30～ 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

◎アイドルダンス教室の選抜メンバー「プチもぎ」と名古屋でデビューしたばかりのアイドルグループ「チビ☆カン」のコラボ

ステージです。 
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エンゼル広場 特設ステージ 

■アイドルライブ 

■日時：9 月30 日(日) 

■会場：エンゼル広場・特設ステージ 

■出演：名古屋CLEAR'S（午後1:30～）、＃ハッシュタグ（午後2:00～） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

エンゼル広場 イベント・ブース 

■エバラ 鍋まつり 

■日時：9 月29 日(土)、30 日(日) 両日開催 

■会場：エンゼル広場 

◎鶏がらだしの旨味にねりごまを加え、豆板醤で程よい辛さに仕上げた、コク深い味わいの担々ごま鍋、是非ご賞味く

ださい。 

※協賛：エバラ食品 

 

エンゼル広場 イベント・ブース 

■アサヒ飲料 presents 将棋ふれあいブース 

■日時：9 月29 日(土)、30 日(日) 両日開催  ※要参加整理券 

午前10:30～小学生将棋大会  

午後0:30～、午後2:30～人気棋士による指導対局（杉本七段、中山六段、谷口女流二段(29 日のみ)） 

■会場：エンゼル広場 

◎その他将棋入門講座なども開催！ 

 

久屋広場 イベント・ブース 

■アサヒビールブース 

■日時：9 月29 日(土)、30 日(日) 両日開催 午前10:00～午後6:00 

■会場：久屋広場 

◎うまい樽生ビールが飲めるアサヒビールブース。今年はできたてのスーパードライの他に名古屋工場で製造されている

スペシャリティビール「ゴールデンエール」も登場！おいしいビールとおいしい食事が皆さんをお待ちしています。 

※協賛：アサヒビール 
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久屋広場 イベント・ブース 

■ミラトコット展示 

■日時：9 月29 日(土)、30 日(日) 両日開催 午前10:00～午後6:00 

■会場：久屋広場 

◎ダイハツブースでは、人気のミラトコットを展示。一緒に写真を撮って SNS にアップするとウルフィグッズが当たる抽選

会に参加できます。 

※協賛：名古屋ダイハツ 

 

久屋広場 イベント・ブース 

■パラスポーツ“ボッチャ”体験 

■日時：9 月29 日(土)、30 日(日) 両日開催 午前10:00～午後6:00 

■会場：久屋広場 

◎パラリンピックの正式種目“ボッチャ”が体験できるブースです。体験した人には記念品もプレゼント！みんなで参加し

よう！ 

 

■3つの番組ブースをまわって素敵なプレゼントをGETしよう！ 

■日時：9 月29 日(土)、30 日(日) 両日開催 

◎「ＵＰ！」ブース（会場：光の広場） 

３択クイズラリーに挑戦。全問正解をめざしてね！ 

◎「ドデスカ！」ブース（会場：久屋広場） 

スロットゲームに挑戦。アナウンサーの顔をそろえてね！ 

◎「デルサタ」＆「デルサタ11」ブース（会場：エンゼル広場） 

「釣ルサタ」ゲームに挑戦。狙った魚を釣りあげてね！ 

 

【おことわり】 

※催事の内容、開催時間、出演時間、番組の内容、放送時間については変更することがございますので、ご了承くださ

い。 

※ブース出展社の位置は当日変更することがございますので、ご了承ください。 

 

 

以上 


