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お知らせ

「ウインターイルミネーション 2015-2016」開催のお知らせ

空と地上の光に包まれる。 備北イルミ
国営備北丘陵公園のウインターイルミネーションは、今年で２１年目を迎え、年代を問わず毎年多くの皆
様に来ていただき、中国地方における冬の風物詩のひとつにまで成長してきました。
今年の「備北イルミ」は、来園された皆さん全員が笑顔になっていただけるようにとの願いを込めて、
「Smile」をコンセプトとしました。3 つのエリア（中の広場・ひばの里・大芝生広場）にて、イルミネー
ションをお楽しみいただけます。

★みどころ
●里山の地形と樹木を活かしたイルミネーション装飾を施し、澄み渡る冬の夜空に他では見ることができな
い特徴ある光の造形と光景をお楽しみいただけます。
［ NEW SPOT！ ］
■スターライトシンギングツリー･･･中の広場
・シンボルツリーをリニューアル。大切な人に伝えたい歌やメッセージカードを飾り付けます。点灯時
間中の毎時４５分（約５分間）には光と音楽が連動した新しい光の演出をお楽しみいただけます。
■冬桜･･･ひばの里
・真冬に満開の桜が出現。水鏡に反射し幻想的な光景を表現します。
■フレッシュクリスマスツリーの森･･･大芝生広場
・地域の子供達が手作りしたオーナメントを本物の木へ飾り付けた約１００本のクリスマスツリーが並
んだ空間を演出します。

◆主なイベントの開催
☆カープ選手とのふれあいイベント(NEW ｲﾍﾞﾝﾄ)：選手と記念撮影やジャンケン大会でサイン入りグッズの
プレゼントを用意しています。11/28(土)17:00～
☆イルミセレモニー：広島 FM の DJ が点灯式カウントダウンの MC を担当します。11/14(土)17:00～
☆ヒーローショー：子供達の笑顔を守るために戦う「安芸戦士メープルカイザー」がやって来る。
子供達へのプレゼントも用意しています。12/12(土)16:30～
【開催期間】

平成 27 年 11 月 14 日（土）～平成 28 年 1 月 11 日（月・祝）
［ 計 56 日間 ］
※平成 27 年 12 月 31 日（木）
、平成 28 年 1 月 1 日（金・祝）
・4 日（月）は閉園

【開園時間】

9：30～21：00 （入園は閉園の 1 時間前まで） 【点灯時間】 17：30～21：00
※期間中右記日程の開園は 13：00～ 11 月 16 日・24 日・30 日、12 月 7 日・14 日・21 日・28 日

【入園料】

大人 410 円 ／ 小人（小・中学生）80 円 ／ 幼児無料 ／ シルバー（65 歳以上）210 円

【チラシ】… 別添参照

【トピック】･･･別紙-1 参照

お問合せ先
国土交通省 三次河川国道事務所
副所長（公園担当）
【担
当】 公園課長
【広報担当】 建設専門官
備北公園管理センター
管理センター長
【担
当】 企画係長

森山
博
砂子 和正
溝川 克巳

電話番号 0824-72-5000 （国営備北丘陵公園分室）

奥井 智裕
竹本 雄亮

電話番号 0824-72-7000

FAX 0824-72-7828
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イルミネーション概要
1． 中の広場 テーマ：「メルヘン広場」
「街のにぎわい」、「街の灯り」、「音楽」、「人が集う場所」、「色々な物語がはじまる場所」
など、ドキドキ・ワクワク感を抱かせると共に、どこかココロあたたまるようなイメージのライト
アップやイルミネーションを施します。
2． ひばの里 テーマ：「冬桜」
園内の資源である木材や竹を活用した「和の灯り」により、どこか懐かしくやわらかい光景が広
がるとともに、庄原市の市の花に選定されている“桜”、備北の冬の夜にだけ咲く大小合わせて 7
本の「冬桜」のイルミネーションを施す。また、昔懐かしさを感じさせる影絵や和傘を投影し、暖
かな灯りを表現します。
3． 大芝生広場 テーマ：「フレッシュクリスマスツリーの森」
地域の子供たちが創ったハンドメイドのオーナメントを飾り付けた約２ｍの本物の木（約１００
本）のクリスマスツリーとイルミネーションを装飾した約１０ｍの本物の木（１本）のツリーが並
んだ空間を演出します。

イルミネーション装飾
1． NEW SPOT！
（1） 「スターライトシンギングツリー」（中の広場） NEW！
光と音楽が連動したシンボルツリーをリニューアル。広島ＦＭとの連携で、大切な家族と、友人
と、恋人など身近な人に伝えたいメッセージやウインターソングを募集し、ウインターソングの自
動演奏やメッセージカードを飾ります。（高さ 11ｍ）また、点灯時間中の毎時 45 分（約 5 分間）に
は、光と音楽が連動した新しい光の演出を楽しめます。

※イメージです
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（2） 「冬桜」（ひばの里） NEW！
庄原市の市の花に選定されている“桜”、備北の冬の夜にだけ咲く、大小あわせて 7 本の桜林を
真冬に咲かせた幻想的な光景を表現します。

※イメージです

（3） 「フレッシュクリスマスツリーの森」（大芝生広場） NEW！
ココロを育む場でありたいと願い、幼き日の宝物のような思い出のワンシーンになるように、地
域の子供たちが創ったハンドメイドのオーナメントを飾り付けた約２ｍの本物の木（約１００本）
のクリスマスツリーとイルミネーションを装飾した約１０ｍの本物の木（１本）のツリーが並んだ
空間を演出します。

※イメージです

別紙-1

こくえいびほくきゅうりょうこうえん

トピック
2． 中の広場
（1） 「光る森」 VerUP！
里山の樹木を活かし、樹木 1 本 1 本に電球を取り付け、
壮大に広がる美しく幻想的に輝く光景を演出します。光る
森の前にある棚田へ森の中にある泉を表現して、水面とそ
の上空を飛翔する 3 羽の白鳥、2 頭の鹿の親子が泉の水を
飲みに来ている幻想的な光景を創出します。
※過年度の写真です
（2） 「ビッグパネル」
中の広場に設置するシンボルイルミ。
「街のにぎわい」
、
「街の灯り」、
「音楽」、
「人と人が集う場所」
、
「色々な物語がはじまる場所」などをイメージした光景を演出します。
（長さ 50ｍ、高さ 5.4ｍ）

※イメージです

（3） 「CARP コーナー」 VerUP！
中の広場に設置するシンボルイルミ「ビッグパネル」の
一部にスタジアムをイメージしたパネルや「スライリー」
、
新登場の「カープ坊や」のパネルが登場。ヒーローインタ
ビューを受けている選手の様な姿で写真を撮影できる
フォトスポットを設置します。
※イメージです

（4） 「ハートのリング」 VerUP！
デザインを一新、大きなハートの形が人気を呼ぶかわい
らしいイルミネーションを設置します。

※イメージです
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（5） 「かぼちゃの馬車」
シンデレラを迎える「かぼちゃの馬車」をイメージし、
「ペガサス」が「かぼちゃの馬車」をひいて飛び立とう
とする姿は、まるで今から何かの物語がはじまるかのよう
な、自然とワクワク、ドキドキする雰囲気を演出します。

※過年度の写真です
3． ひばの里
（1） 「和の灯り」 VerUP！
ひばの里にある障子へ影絵を投影し、とうろうや
和傘をライトアップするなど、なつかしく暖かい灯りを
表現します。

※イメージです
4． 大芝生広場
（1） 「小さなお家」 VerUP！
童話の中に出てくるようなかわいらしいイメージを
装飾やイルミネーションで表現して、家の中に入って
写真を撮影できるフォトスポットとして設置する。

※過年度の写真です
5． 各エリアを繋ぐ歩行者園路他
（1） 「シャンパングラスツリー」
シャンパングラス 4,000 個をピラミッドのように積み上
げてつくる「グラスツリー」を、演色性にすぐれる LED 照
明によりライトアップする。照明色は自動プログラムによ
り連続的に変化し、色彩の変化を楽しめる演出を施します。また、シャン
パングラスツリーの回りの木も併せてライトアップを行い
演出します。
※過年度の写真です
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（2） 「ハートロード」 NEW！
中の広場から大芝生広場へ向かう杉並木へ大小のハートを装飾します。
（3） 大型複合遊具「きゅうの丘」 NEW！
備北丘陵公園のシンボルでもある大型複合遊具「きゅうの丘」を水銀燈によりライトアップ。
（4） 「ウィッシュロード」
花のトンネルへ大切な家族と、友人と、恋人と一緒に
なってメッセージを掲示するため、暖かい雰囲気を表現し
ます。

※過年度の写真です

イルミネーションイベント
1． NEW イベント
（1） 「カープ選手とのふれあいイベント」 NEW！
主 催 庄原市カープ応援隊実行委員会、協同組合
庄原ショッピングセンター、備北公園管理センター
開催日 11 月 28 日（土）
時間：①庄原市内のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（ジョイフル）
15：00～16：00
②国営備北丘陵公園 17：00～18：00
場 所 中の広場
内 容 ①選手紹介
鈴木誠也（外野手）
、野間峻祥（外野手）、
飯田哲矢（投手）
②ジャンケン大会
選手とジャンケンで勝ち上がった 10 名の方に
サイン入りグッズをプレゼント！
③点灯カウントダウン
④選手と記念撮影！大抽選会
先着 200 名様に抽選券を配布して、当選者
10 名の方が選手と記念写真が撮れる！
参加費 無料

鈴木 誠也

野間 峻祥

飯田 哲矢

（2） 「冬の備北 PR コーナー」 NEW！
主 催 備北観光ネットワーク協議会、広島県雪合戦大会実行委員会、スノーリゾート猫山、
備北公園管理センター
開催日 11 月 28 日（土）
時間：15：00～19：30
場 所 中の広場
内 容 体験コーナーや雪合戦等の冬の備北の魅力を PR。
参加費 観覧無料
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2． 主なイベント
（1） 「5COLORS ×9 ジラジ Star Light Christmas 2015」
開催日 11 月 14 日（土）～1 月 11 日（月・祝）
時間：17：30～21：00
場 所 中の広場
内 容 広島 FM「5COLORS」×「9 ジラジ」と国営備北
丘陵公園「ウインターイルミネーション」のコ
ラボ企画。番組リスナーから「クリスマス＆ウ
インターソング」を募集してスターライトツリ
ーで流すことによりイルミネーションを演出します。
また、メッセージも募集し、番組内での紹介とスターライト
シンギングツリーへ飾ります。
参加費 観覧無料

※イメージです

【ILLUMI セレモニー】
11 月 14 日（土）17：00 から広島 FM「5COLORS」の
DJ 貢藤十六が登場、点灯式カウントダウンの MC を担当します。

DJ 貢藤十六

（２）「安芸戦士メープルカイザーヒーローショー」
開催日 12 月 12 日（土）
時間：16:30～17:30
場 所 中の広場
内 容 子供達の笑顔を守るために戦うメープルカイザーのショーが楽しめます。
ショーのあとには、子供達へのプレゼントを用意しています。
参加費 観覧無料

（３） 「ILLUMI＆花火のコラボ」
開催日 11 月 14 日（土）・22 日（日）・28 日（土）
12 月 5 日（土）・12 日（土）・19 日（土）
時間：19：30～（約 5 分 200 発）
場 所 全エリア
内 容 約 5 分 200 発の打ち上げ花火。
参加費 観覧無料
※過年度の写真です
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（４） 「点灯カウントダウン」
開催日 11 月 14 日（土）～1 月 11 日（月・祝）
時間：17：30～
※開園時毎日開催
場 所 中の広場
内 容 事前に希望者を募集して、カウントダウン
点灯時刻 17：30 に合わせステージで 10 カウ
ントダウンを行い、一斉に点灯。
点灯の瞬間の感動を皆さんと共有します。
参加費 観覧無料

（５） 和の灯り「影絵劇（ごんぎつね）」
開催日 11 月 14 日（土）・21 日（土）
・22 日（日）
・28 日（土）、12 月 5 日（土）
・12 日（土）
・19 日（土）・23 日（水・祝）
時間：①18：00 ②19：00 ③20：00
※約 15 分/回
場 所 ひばの里
内 容 絵本牧場ごんぼの協力により、幕に映る影絵劇
をお楽しみいただきます。
参加費 観覧無料

（６） 「レトロなレコードコンサート」
開催日 11 月 14 日（土）～12 月 23 日（水・祝）の
土日祝日、12 月 24 日（木）
時間：①18：00 ②19：00 ③20：00
場 所 ひばの里
内 容 庄原市口和町郷土資料館の協力により、真空管
アンプの蓄音機を使用した音色をお楽しみいた
だきます。
参加費 無料
定 員 30 名/回

※過年度の写真です

※イメージです

※過年度の写真です

※過年度の写真です
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（７） 「ILLUMI コンサート」
開催日 11 月 14 日(土)、22 日(日)、29 日(日)、
12 月 6 日(日)、13 日(日)、20 日(日)
時間：①18：00 ②19：00 ③20：00
※約３０分/回
場 所 中の広場
内 容 ゴスペルや古川三鈴等アーティストによる
ウインターソングやクリスマスソングコン
サートを開催し、イルミネーションの雰囲
気を盛り上げます。
参加費 無料

※過年度の写真です

