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国営備北丘陵公園 ウインターイルミネーション 2012 

 開催のご案内  
 

 

 

国営備北丘陵公園では平成 24年 11 月 17 日（土）より平成 25年 1月 6日（日）までの間、冬の公園をイ

ルミネーションで彩る『ウインターイルミネーション2012』を開催いたします。 

今回は開催期間を 1 月 6 日まで延長、過去最長となる 49 日間開催し、ウインターイルミネーションをご

覧いただく機会を増やします。 

   メインテーマは「そらの旅 ～空、宙へ～」。漆黒の夜空のもと多彩なイルミネーションを楽しむことは、そ

れ自体、光の世界を旅するようです。そして光の世界は星空のイメージにもかさなります。そこで今回は「星空

を旅し、宇宙にも旅を進めてみよう」そんなイメージを表現します。 

期間中イベントは、イルミネーションコンサートやクラフト教室をはじめ、花火打上げ（3回）、ロードトレイ

ン運行（銀河鉄道）などを開催します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【期  間】 平成 24年 11月 17日（土）～平成25年 1月 6日（日）［ 計 49日間 ］  

※期間中毎日開園（但し12月 31日、1月 1日は閉園）   

【点灯時間】 17：30 ～ 21：00 （入園は 20：00まで）  

※9：30開園、但し期間中月曜日は14：00開園（12月 24日は除く） 

【入 園 料】 大人 400円 ／ 子供（小・中学生）80円 ／ 幼児無料 ／ 65歳以上 200円 

【駐 車 料】 普通 300円 ／ 大型 1,000円 ／ 二輪 100 円 

 

【ウインターイルミネーションの特徴、中入口会場について】…別紙１参照  

【北入口会場について】…別紙２参照   

【イベントについて】…別紙３参照 

【イルミネーションディナー、イルミネーションステイ等】…別紙４参照 【イベント一覧】…別紙５参照 

 

 

 国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 ［国営備北丘陵公園分室］ 

     広島県庄原市三日市町4-10 TEL：0824-72-5000 

   副所長（公園担当）      大池 勝則 （おおいけ かつのり） 

【担  当】 公園課長    山内 和則 （やまうち かずのり） 

【広報担当】 建設専門官   中井 喜美男（なかい きみお） 

備北公園管理センター        TEL：0824-72-7000  FAX 0824-72-7828 

      管理センター長       奥井 智裕 （おくい ともひろ） 

    【担  当】 業務課長    古根 聡  （ふるね さとし） 

                  企画係長    内海 光太郎（うつみ こうたろう） 

お 問 い 合 せ 

お知らせ 

（同時資料提供）

広島合同庁舎記者クラブ 鳥取県政記者会 島根県政記者会

  岡山県政記者会 広島県政記者クラブ 山口県政記者会

 山口県政記者クラブ 山口県政滝町記者クラブ

中国地方建設記者クラブ 三次記者クラブ

『 ウインターイルミネーション2012 』の概要 



別紙 1

 

 
ウインターイルミネーション２０１２の特徴 

【イルミネーションの規模】 
ＬＥＤ化率 83％  ・使用電球数 約６０万球（LED 電球 50 万球、白熱球 10 万球） 

 ・点灯時間 17：30～21：00 

 ・２会場（中入口会場、北入口会場）で展開。 

  会場テーマ「中入口会場：空の世界」「北入口会場：宙の世界」 

【主なイベント】 

 ・点灯カウントダウンセレモニー 11 月 17 日（土）16：45～ 中入口会場にて開催 

・「冬の花火」 200 発の打上花火 ３日間開催 11 月 17 日（土）、12 月 8 日（土）、21 日（金） 

 中入口会場、北入口会場、大芝生広場付近（園路からのみ）からご覧いただくことが出来ます。 

・２つの会場を結ぶロードトレイン「銀河鉄道」を運行します 

※11 月 17 日～12 月 25 日の毎日運行、26 日以降は中入口会場ビッグパネル前に展示します 

 

 

 

 

「中入口会場（中の広場、ひばの里）」※写真は昨年のものです 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中入口会場のテーマは「空の世界」。イルミネーションの輝く夜空、星空へ、そしてその向こうに向けて

旅してみたくなる。そんなイメージを表現します。 ひばの里では「和」に関連して竹取物語の世界を表現し

ます。 大空を舞う白鳥をかたどったイルミネーションも 3 基登場します(白鳥の飛翔)。 

  

 

 

 

 

 

 

☆テーマイルミネーション「竹取物語」   

 ひばの里を舞台にかぐや姫が天に昇るシーンをダイ

ナミックな光の造形で表現します。 ※画像は点灯イメ

ージ 

☆ テーマイルミネーション「銀河旅行」  

宇宙を走る汽車からの車窓をイメージしたデザイン。 

地球も見えています。 ※画像は点灯イメージ 

 

 

 

 

  

                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

☆「光ル森」  

 星が降ってきたような、星空の中にいるような感覚に

なります。森の前には白鳥のイルミネーションが登場。 

☆ 「スターライトツリー」   

音楽に合わせてイルミネーションが光るツリー。 

 木の動物オブジェもにぎわいに花を添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

☆ 「シャンパングラスツリー」   

 4 千個のグラスを積み上げたグラスツリー。今年は色

が次々に変わる「７色のグラスツリー」です。 

☆ 「ハートリング」   

かわいらしいハートが楽しい思い出を演出します。 

※制作中   

                                

☆ 「光のトンネル」   

 長さ１００ｍ、通り抜けが楽しくなる幻想的な光のトン

ネルです。「竹取物語」に隣接しています。 

☆ 「和のあかり」   

 障子越しに映る光景が人気。機織り影絵（下の農

家）、影絵劇（神楽殿）が登場します。 



別紙 2

 

 「北入口会場（湖畔広場、エントランスセンター）」 

 

 「北入口会場」のテーマは「宙（そら）の世界」空の向こう、果てしなく広がる宇宙に思いをは

せ、旅してみる、そんなイメージを表現します。 

湖畔広場には地球のある太陽系が属する銀河系をイメージした渦巻銀河が登場。渦の中心まで入

ることが出来ます。 

エントランスセンター国兼には、宇宙への思いや夢を体現する国産ロケット「Ｈ－ⅡＢ」のイル

ミネーションも登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

☆「渦巻銀河のイルミネーション」 

直径５０ｍ高さ２ｍ、我々の銀河系天の川銀河系をイメージしたイルミネーション。もし、はる

かな宇宙を旅したとしたら渦を巻く銀河が見えるはず。渦の線を高さ２ｍのネットで描き、イルミ

ネーションを取り付けて点灯します。 デザイン協力：広島市立大学 

 

 

 

 
渦巻銀河全景（11 月 11 日現在） 中心部に向かって入ることができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆「Ｈ-ⅡＢロケットイルミネーション」

実物の 10 分の 1、高さ 5.6ｍのロケット型

のイルミネーション。本体には国旗と「ＮＩ

ＰＰＯＮ」の文字が描かれていて、「サイク

リング発電」によって点灯する予定です。 

Ｈ－ⅡＢロケットは、国際宇宙ステーショ

ンや月面への物資輸送など、将来のミッショ

ンへの可能性を開く新しいロケットです。 

日本の技術が未来をひらくという、夢と希

望のシンボルとしてイルミネーションで表

現します。（一部ＪＡＸＡ ＨＰより引用）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆「ウィッシュホール」。  

ホール内にツリーを並べ、このツリーにメッセ

ージカードを飾ることができます。このメッセ

ージは書いた人、贈られる人以外の人にも、伝

わっていきます。 

※ホール内では次の展示があります 

災害啓発展示 

・「東日本大震災資料パネル展示」 

・「庄原豪雨災害パネル展示」 

・「復興の狼煙ポスター展示」 
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                                ロードトレイン「銀河鉄道」 

 
中入口会場と北入口会場を結ぶロードトレイン

「銀河鉄道」を運行します。 

 機関車・客車３両 

・運行区間：北入口会場「北ステーション（北入口サ

イクリングセンター）」～中入口会場「中ステーショ

ン（中入口サイクリングセンター）」 

・料金（片道）：大人 500 円、子供（小中学生）200 円

・定員：50 名（１編成当たり） 

・運行日 11 月 17 日（土）～12 月 25 日（日） 

※12 月 26 日から 1 月 6 日は展示（運行なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               主なイベントについて 
 

  期間中は花火、コンサート、クラフト教室などイルミネーションとあわせて楽しむことが出来るイベン

トを週末を中心に開催します。イルミネーションが点灯するまでクラフトや食体験でお過ごしください。 

各イベントの日程等については「別紙 5」をご参照ください。 

 

 

 

 

  

 

☆ 冬の花火    １１月１７日（土）、１２月８日（土）、２１日（金）  19：30～ 

イルミネーションと花火を一緒に楽しむ特別なひとときどうぞ。 

・観覧場所  中入口会場スターライトツリー周辺、北入口会場から国兼池方向、大芝生広場周辺

歩行者園路(広場は立ち入りできません) 

 

☆ イルミネーションコンサート    １１月１7 日（土）以降毎週末を中心に 11 日間開催   

中入口会場「星屑のステージ」にて生演奏をお楽しみ頂けます。 

    ・会場：中入口会場「星屑のステージ」  ①17：30 ②18：30 ③19：30 ※各回約２０分 

   

☆ レトロなレコードコンサート   １１月１７日（土）以降１２月２４日まで毎週金、土、日、祝開催  

真空管アンプ、重厚なスピーカー、ターンテーブルが奏でるレコードの音色がたまらない。 

・取り揃えられたレコードの中からリクエストできます。 

    ・会場：中入口会場「ひばの里 さとやま屋敷内蔵」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

☆ サイクリング発電体験    １１月１７日（金）から毎日（予定）   

タンデム自転車を漕いで発電し、メッセージを灯します。昨年登場、人気のコーナーです。 

・ペダルを踏んで発電機を回転させて発電し、ＬＥＤを並べて作った文字を浮かび上がらせます 

Ｈ-ⅡＢロケットに取付られた「ＮＩＰＰＯＮ」の文字が光ります。 

・会場：北入口エントランスセンター１Ｆ 

 

☆ コンテナガーデンでクリスマス    １２月８日（土） 13：30～20：00 

・季節のクラフト体験イベント。木製の小ぶりのコンテナに生木（コニファー）を植え、オーナメント

を自分の好みで飾り付けます。子供から大人まで夢中になる楽しさあふれる体験をどうぞ。 

・定員 30 名／参加費：実費（1,500 円～）／指導：暮らしのアトリエ 大谷朱美さん 

 

☆ ひばの里体験教室（クラフト、食体験）    

・ウインターイルミネーション期間中、ひばの里では型染めのカード作り、リースや苔玉づくり、わ

ら細工、蜜蝋キャンドルづくりなどクラフト体験教室を開催。そば打ちや餅つきなど、手軽に楽し

むことができる食体験も開催します。 
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                                北入口レストランについて 

 

                               
北入口「展望レストランくにかね」の

イルミネーションディナー 

広島県産の素材を活かしたコースデ

ィナーをお楽しみいただけます。 

 営業日は 11 月 17 日～12 月 9 日の

土・日曜日、祝日、 12 月 15 日～26

日の毎日です。 

ディナーは予約制、1 日の定員は３

０人です。 

☆展望レストランくにかね ご予約：

0824-72-7211 

イルミネーションディナー     

お一人様５，０００円 

 

   【メニュー】 

・スモークサーモンと塩チーズ豆腐のミルフィーユ 銀河仕立て 

・アイナメのポワレ ～クスクスとポルチーニの味噌風味パートブリック包み～ 

・広島県産サーロインの網焼き 粒マスタードソース 

・カボチャのクリームスープ   ・カタナーラ庄原産イチゴ添え 

・ライス or パン  ・コーヒー  ※ワンドリンク付 

庄原地域物産市開催！ 

 庄原産の各種物産を販売する「地域物産市」をイルミネーション期間中に開催します。 

 お土産に、食卓のお買いものに気軽にお立ち寄りください。 

 日程 ： ウインターイルミネーション期間中の土曜、日曜、祝日 

 場所 ： 北入口会場エントランスセンター国兼（第５駐車場側特設テント） 

 

ウインターイルミネーション・ステイ（備北オートビレッジ） 

 公園内、五つ星キャンプ場「備北オートビレッジ」のコテージ、キャンプサイトに宿泊できます。 

 イルミネーションをゆっくりごらんいただくことができます。 

【宿泊可能日】 

12月1日（土）、2日（日）、7日（金）、8日（土）、9日（日）、14日（金）、15日（土）、16日（日）、21日（金）、

22 日（土）、23 日（祝）、24 日（振）  クラフト体験、抽選会などお楽しみプログラムも開催。 

チェックイン：14 時～ チェックアウト：翌日 12 時まで 

★特典  

◎コテージ宿泊のお客様に枕と毛布を無料レンタル（金曜日、日曜日宿泊のみ） 

◎カーサイト電源使用無料 



ウインターイルミネーション2012　11/17（土）～2013/1/6（日）　イベント一覧表 別紙５

17 18 23 24 25 30 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 24 29 30 2 6

土 日 金 土 日 金 土 日 金 土 日 金 土 日 金 土 日 月 土 日 水 日

冬の花火（200発）
中入口会場 ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ周辺
北入口会場 国兼池方面
大芝生広場周辺 歩行者園路

19：30～約5分 ★ ★ ★ ― ―

16：45～17：30 ★ ― ―

①17：30 ②18：30 ③19：30
各回約30分

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― 観覧無料

機織影絵（実演） 下の農家 17：30～随時 ● ● ● ● ● ― 観覧無料

影絵劇「かぐや姫」 神楽殿
①18：00 ②19：00 ③20：00

各回約15分
● ● ● ● ● ● ● ● ― 観覧無料

さとやま屋敷
①18：00 ②19：00 ③20：00

各回約30分
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― 観覧無料

型染め体験（クリスマスカード・年賀状） 13：00～19：30 ● ● 50組 500円～

みつろう

蜜蝋のキャンドルづくり体験
13：00～19：30 ● ● ● 50組 400円～

リースづくり：◆／苔玉づくり：◎／ウインタークラフト：★ 13：00～19：30 ◆ ◆ ◎ ◎ ★ ★ ★ ★ ★ 50組 500円～

わら細工体験 下の農家 10：00～19：30 30名 無料

木工教室 木の工房 9：30～15：00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 40名 200円～

上の農家 10：00～19：30 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 20組
5人前1,800円
7人前2,500円

古代たたら工房 10：00～15：00 ● 10名 4,000円

さとやま屋敷 日毎に異なります ● ● 100名 参加無料

エントランスセンター国兼　2階 9：30～ ― ―

エントランスセンター国兼　2階 9：30～ ― ―

エントランスセンター国兼　1階 9：30～ ― ―

エントランスセンター国兼　1階 13：30～20：00 ● 30名 有料

中の広場～
第1駐車場間橋の上

9：30～ ― ―

自然木の動物達のオブジェ展示 スターライトツリー下 9：30～ ― ―

さとやま屋敷　離れ 9：30～ ― ―

さとやま展示館　1階 9：30～ ― ―

さとやま展示館　2階 9：30～ ― ―

※料金は、入園料金、駐車料金が別途必要です。

※なお、イベントは天候等の影響など都合によりスケジュールが変更になる場合があります。

料金
１月

開催日

星屑のステージ

開催／受付時間 定員
【各日】

開催場所

第11回　マイイルミネーションコンテスト作品展示

期間中毎日

11月 12月

1/2新春餅つき、1/6五色餅つき／つきたてのお餅のふるまいがあります。

期間中毎日
【カードにメッセージを書いてツリーに飾れます】

サイクリング発電体験 期間中毎日

ク
ラ
フ
ト
体
験

そば打ち体験

イベント名

中
入
口
会
場

点灯セレモニー　　　MC…HFM　ＤＪタケモトコウジさん
　　　　　　　　　 　　　点灯の瞬間をみんなでカウントダウン♪

北
入
口
会
場

イルミネーションコンサート

影
絵

※受付は、当日開催会場にて行います。定員になり次第時間内でも、受付を終了いたします。

絵本図書室

期間中毎日

期間中毎日庄原格致高校写真部写真展｢ウインターイルミネーション」

クラフト作品展／中国山地豊かな自然写真展

クリスマスにちなんだ国内外の絵本のお座敷図書コーナー　12/25まで
展
示

期間中毎日

期間中毎日
【お気に入りのツリーに投票しよう！投票期間11/17～28　★表彰式12/6(木)】

レトロなレコードコンサート

コンテナガーデンでクリスマス
　　ペイントされたコンテナにコニファーを植えて飾り付けを楽しみます

災害啓発展示　東日本大震災　庄原豪雨　復興の狼煙ﾎﾟｽﾀｰ

ウイッシュホール

餅つき

小刀づくり体験（事前予約制）

やきもの工房

1/2～6も開催

期間中毎日
【わらのリース、しめ縄づくりは12/30まで】
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