
平成22年 11月 18日（木） 

 

                                  （同時資料提供） 

広島合同庁舎記者クラブ 

広島県政記者クラブ   

中国地方建設記者クラブ 

三次記者クラブ 

 

 

国営備北丘陵公園 ウインターイルミネーション 2010 
 

開催のご案内 
 

 

国営備北丘陵公園では平成22年 11月 20日（土）より12月 30日（木）まで50万球のイルミネーション 

で園内を装飾するイベント『ウインターイルミネーション2010』を開催いたします。 

   イルミネーションのテーマは「星フル夜、光ル森。光ノ森ノファンタジー」。 

   イルミネーションが輝く光景は、まるで星が降ってきたかのような、幻想的でファンタジックな光景です。 

今年はこの光景を銀河を旅するかのように楽しんでいただこうと「銀河鉄道」をモチーフにしたイルミネーシ

ョンを展開いたします。イベントについても、コンサートやクラフト教室をはじめ、花火の打ち上げ、またロー

ドトレインの運行（銀河鉄道）などこれまでにない新しい魅力を加えて展開いたします。 

   皆様方におかれては、ご多忙中のこととは存じますが、『ウインターイルミネーション 2010』の取材並びに記

事掲載・放映・放送のほど、よろしくお願いいたします。   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期  間】  平成 22年 11月 20日（土）～12月 30日（木） ［ 計 37日間 ］ 

※ 11月 29日（月）、12月 6日（月）、12月 13日（月）、27日（月）は休園日です 

【点灯時間】  17：00 ～ 21：00 （入園は 20：00まで） 

        17：00 ～ 21：30 （入園は 20：30まで）※期間中金曜日 

 

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

 

【駐 車 料】  普通 300 円 （※期間中14：00以降 200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  【ロードトレイン銀河鉄道、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 三次河川国道事務所 

  副所長（公園担当）        元山  勉 

    （担  当）   公園課長   山口 克己 （Tel: 0824-72-5000） 

    （広報担当）   調査設計課長 丹後 浩一 （Tel: 0824-63-4121） 

  備北公園管理センター 

    （担    当）     業務課長   古根  聡  （Tel: 0824-72-7000）                                  

お 問 い 合 せ 

お知らせ 

星フル夜、光ル森。光ノ森ノファンタジー 

『 ウインターイルミネーション2010 』の概要 
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ウインターイルミネーション２０１０の特徴 

【イルミネーションの充実】 

☆ 開催史上最多 50 万球のイルミネーション 

☆ 新デザインの展開 中入口会場「銀河鉄道」、北入口会場「デコレーションケーキ」  

【新たな魅力づくり】 

☆ ２つの会場を結ぶロードトレイン「銀河鉄道」を毎日運行！ 

☆ 打上げ花火を 2 日間開催（12 月 24 日、30 日「花火タイム」） 

【ご来園のチャンスを拡大します】 

☆ 開催期間を冬休み期間まで延長（12 月 30 日まで） 

☆ 期間中毎週金曜日の開園時間を 30 分延長 
 

 

 
「中入口会場（中の広場、ひばの里）」のイルミネーション 

☆ イルミネーション「光ル森」＆「ペガサス」（中の広場 棚田） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中の広場の森を活かしたイルミネーション「光ル

森」。星が降ってきたかのように光り輝く景色は当

公園ならではです。 

森から見渡す景色も美しく、カメラマンにも人気

のイルミネーションです。 

線状のブルーのイルミネーションで銀河鉄道の

線路を表現しています。 

毎週日曜 20 時には一斉消灯＆一斉点灯の「イ

ルミネーションウインク」も開催。 

※写真は以前のものです 

 
 

 

☆ イルミネーション「スターライトツリー」（中の広場） 

 

ウインターイルミネーションのシンボルとして

親しまれているツリーは高さ約１０ｍ。 

今年はクリスタルの輝きを加えました。 

ツリーからはイルミネーションのイメージに合

わせて選曲された音楽が流れます。 

ツリーのイルミネーションは音楽とシンクロして

リズミカルに点滅。ツリーは刻々とその姿(色彩)

を変化させます。 

ツリー下端の星型のイルミネーションには、大

切なひとへのメッセージを書き込んだプレートが

付けられています。 

ツリーの周りには地元のみなさんが手作りし

た動物の木工オブジェをディスプレイ。 

※写真は以前のものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆ イルミネーション「光の街」(中の広場)  

                      
星降る街をイメージした立体的なイルミネ

ーション。光の街角の散歩をお楽しみくださ

い。 

そしてここは銀河の旅の出発点。「銀河鉄

道」をイメージした機関車と駅のイルミネーシ

ョンも登場します。ここから出発した汽車は

宙に舞い上がり、青く光るレールの軌跡（イ

ルミネーション）は「光ル森」を通り抜け、さら

にその先に続いています。 

【高さ 6.6ｍ 長さ 65ｍ】 

※写真は以前のものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ イルミネーション「銀河鉄道の軌跡」（ひばの里）  

                           
星降る街を出発した銀河鉄道は、光ル森

を走り抜けて、さらに走り続けています。 

青く光る線路を走りぬける汽車、その軌跡

は宇宙を走る銀河鉄道を表現。 

黄金色に輝くイルミネーションは、無数の

星が集まった銀河を思わせてくれます。 

大きくカーブを描く線路の軌跡と銀河のう

ず巻き模様が織りなす光景は、見る位置で

さまざまに変化。ロマンチックな銀河の旅を

ご堪能ください。 

※写真は試験点灯時のものです  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ イルミネーション「光のトンネル」（ひばの里）  

                                

 光のトンネルが装いを新たに、規模を拡

大して登場します。 

 長さ１３０ｍ、シャンパンゴールドに輝

く空間の眺めをお楽しみいただくことが

できます。 

 奥行きにある眺めは、まるで星が渦巻く

宇宙空間の真っ只中にいるような感覚を

思い起こさせてくれます。 

 

※写真は試験点灯時のものです  
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「北入口会場（湖畔広場、エントランスセンター）」 

 

                        

 

 

 

 

今年で 3 回目となる北入口会場のイルミネーションのテーマは「スイートメモリー＆マイ・ウィッ

シュ」。エントランスセンター国兼と国兼池湖畔の広場にイルミネーションを施します。 

一番のみどころは「デコレーションケーキのイルミネーション（直径４０ｍ）」。クリームやイチゴ

などケーキのトッピングも表現されているユニークなイルミネーションです。 

ケーキに合わせて「シャンパングラスツリー」も北入口会場に登場します。 

湖畔の森のライトアップ「幽玄の森」が新登場。湖面に映りこむ独特の景観を作り出します。

 

☆ イルミネーション「デコレーションケーキ」(湖畔広場)  

 静かな湖畔の広場を彩る、ケーキをモチーフ

にした新登場のイルミネーションです。 

お子様から大人の方まで、年代を問わずに楽

しめるこの季節ならではのデザインです。 

ホイップクリームやイチゴ、ろうそく、お菓子の

おうち、さくらんぼなどケーキのトッピングアイテ

ムがちりばめられています。 

地面からの眺めはガーデン風、エントランスセ

ンターから眺めると、ホールケーキのかたちが浮

かび上がります。 

※写真は試験点灯時のものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ イルミネーション「シャンパングラスツリー」(エントランスセンター)  

 
ウインターイルミネーションになくてはならな

い存在のイルミネーションとして親しまれてい

ます。 

今年は北入口エントランスセンターの真ん

中に展示します。２階のデッキからのツリーの

眺めは今までにない眺めです。 

  

※写真は中入口会場設置時のものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ イルミネーション「ウィッシュホール」(エントランスセンター)  

 
ほっと一息つける、暖かなスペースです。 

この季節ならではの雰囲気づくりとして、チャ

ペルのようなデコレーションを施します。 

 「メッセージカードをツリーに飾ろう」も開催。

昨年は非常にたくさんのカードがツリーに飾ら

れました。大切な人への言葉、自分の思い、

ねがいをカードに記す方たちがたくさんいらっ

しゃることを踏まえて今年も開催します。 

 

※写真は昨年のものです 
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ロードトレイン「銀河鉄道」について 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 機関車が客車３両を牽引する、雰囲気満点の乗り物

です。機関車、客車にもイルミネーションを施します。 

・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 400 円、小人 200 円（平日は半額）

 各乗り場で切符を発行（硬券切符） 

・定員：50 名（１編成当たり） 

・17 時から閉園まで運行 
 

 

                               

 

イベントについて 

コンサートをはじめ、クラフト教室など手軽に参加できるイベントも開催します。 

12 月 24 日（金）、30 日（木）には打上げ花火もあります。 

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。 

☆ 「ウインターイルミネーション 2010 点灯式」 

・「ウインターイルミネーション 2010」のオープニングを告げるセレモニーを開催します。 

≪開催日時≫ 平成 22 年 11 月 20 日（土） 16：45 頃～ 

≪開催場所≫ 「中の広場」 

 ※司会進行（MC）は広島エフエム放送「Vive ON! MUSIC」の番組 DJ、永松ケンシ氏が行います。 

 

☆ スペシャルプレゼント「花火タイム」 

 

 冬の夜空を彩る打ち上げ花火です。 

イルミネーションの明かりと、夜空に咲く冬の花火を

一度にご覧いただくことができます。 

 いつもとちがう冬のひとときをお楽しみください。 

 

日時：12 月 24 日（金）、30 日（木）20：00～ 

場所：北入口会場（予定） 

※ 天候により中止の場合があります 

※ 写真は北入口エントランスセンターからのも

のです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 「イルミネーションコンサート」＆「さとやま屋敷のレコード演奏会」 

○「イルミネーションコンサート」 

 ≪開催日時≫ 11 月 20 日（土）から毎週土・日・祝日、12 月 24 日（木）開催 

        18：00～、19：00～、20：00～※各回約 20 分程度の演奏です。 

 ≪開催場所≫ 「中の広場 星屑のステージ」 

○「レトロなレコードコンサート」 

 屋敷の重厚な蔵の中で、クラシックなレコードの音色が響きます。どっしりしたクラシックなターンテーブ

ルから聞こえる優しい音色を聞いていると、こころの奥から暖かくなってきます。 

 ≪開催日時≫ 期間中の金・土・日 

 ≪開催場所≫ 「ひばの里 さとやま屋敷内蔵」         
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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

 

ウインターイルミネーション期間中は、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 20 日～12 月 19 日の土・日曜日、祝日、

12 月 20 日～26 日の毎日です。 

ディナーは予約制、1 日の定員は３０人です。 

シェフが腕によりをかけたフレンチディナーを、どうぞ 

ごゆっくりお召し上がりください。 

 

☆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 3,500 円 

 

庄原産鉄板グルメ「庄原焼」が登場します 

 庄原産のお米、野菜、肉などが入った鉄板焼「庄原焼」が登場します。 

てっぱんグランプリ準優勝の味をお楽しみいただけます。 

 日程 ： 11/20（土）、21（日）、23（祝）、28（日）、 

12/4（土）、11（土）、12（日）、18(土)、19（日）、23（祝）、25（土）、26(日) 

 場所 ： 中の広場 

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） 

「たいせつなひとと たいせつなひとときを」 

 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。        

イルミネーションもゆっくりごらんいただくことができます。 

【宿泊可能日】 

12/3（金）、4（土）、5（日）、10（金）、11（土）、12（日）、17（金）、18（土）、19（日）、23（祝）、24（金）、25（日）

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 
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20 21 23 26 27 28 3 4 5 10 11 12 17 18 19 23 24 25 26 28 29 30

（土）（日）（祝）（金）（土）（日）（金）（土）（日）（金）（土）（日）（金）（土）（日） (祝) （金）（土）（日） (火) (水) (木)

国兼池湖畔（予定） 20：00～ ● ● 鑑賞無料

開園時間中随時 無料

● ● 有料

● ● ● 有料

シンセサイザー演奏 ●

地元バンドＤＡＹ ●

ハープ演奏 ●

ピアノ＆ボーカルのコンサート ●

金管アンサンブルコンサート ●

ゴスペルコンサート ●

Ｓ.Ｓ.Ｏスカライブ ●

ピアノ＆ボーカルのコンサート ●

ジャズライブ ●

Blue Moonゴスペルライブ ● ●

地元バンドＤＡＹ ● ●

参集殿
18：00～
19：30～ ● ● 楽しく不思議な世界が広がるマジックショー。 観覧無料

さとやま屋敷内蔵 18:00から随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 真空管アンプと大きなターンテーブルで聴くレコードの音色は格
別。

観覧無料

機織影絵 ● ● ● ● ●

切り絵の影絵（吉田路子作品） ● ● ● ● ●

影絵劇 神楽殿 ● ● ● ● ● ●

蜜蝋のキャンドルづくり ● ● ● みつばちの巣からとれた天然の蜜蝋を使ったキャンドルづくり。天
然素材なので、健康にもよいキャンドルです。

型染めのカードづくり
（クリスマスカード＆年賀状） ● ●

リースづくり・冬のこけ玉づくり リースづくり ● ● ● ● こけ玉つくり
色鮮やかな自然塗料で染める、手軽で素敵なクリスマスカードづく
りが楽しめます。

ウインタークラフト ● ● ● ● ● 自然木や木の実などを使って、冬の季節にぴったりな置物や壁掛
け、リースなどをつくります。

わら細工体験
（わらのミニリース＆しめ縄作り）

下の農家
10:00～19:30　金・
土・日（受付） わら草履やしめ縄、かわいいリースなどをつくります。 無料

上の農家
10:00～19:30
（受付） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 地元のそば粉を使用している手打ちそば体験です。新そばの風味は

また格別です。
有料

第1駐車場～中の広場 期間中毎日点灯
公園入口の橋の上にならぶ一般応募30組のイルミネーション作品
展です。

－

さとやま展示館 期間中毎日 －

さとやま屋敷 期間中毎日 －

※参加費について・・・「無料」のものについては入園料のみ必要です。「有料」のものについては材料費実費分が必要となります。

※体験教室は当日開催場所にて受付を行います。また、定員になり次第時間内でも受付終了となることがあります。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。

庄原格致高校写真部作品展「Ｈ21ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」

里山の灯展　クラフト作家作品展、絵本コーナー 開催期間中毎日

北入口会場
ウィッシュホール　花咲くチャペルのようホール

開催期間中毎日

やきもの工房

開催期間中毎日

開催期間中毎日

開催時間
11月

中の広場星屑のステージ

１８：００
１９：００
２０：００

演奏時間　約20分

14：00～19：
30（受付）

開催期間中毎日　　クリスマスローズが咲くホールで、ねがいをカードに込めてツリーに飾りましょう

無料
イルミネーションの雰囲気を盛り上げる、この季節ならではのミニ
コンサートをお楽しみください。

実施日

１２月
イベント内容

観覧無料

マイイルミネーションコンテスト作品展示

有料

手打ち蕎麦体験

13：00～19：
30　受付

和の明かり
影絵の世界

17：00～21：
00　※時間内随時

障子に映る影が見る人の創造をかきたてます。子どものころに聞いた昔
話の世界を思い出すことでしょう。

下の農家

レコードコンサート

マジックショー

エントランスセンター国兼
クリスマスシーンをミニチュアで。ｈａｋｏｎｉｗａ

Ｇａｒｄｅｎガーデンづくり

Love♡Love　練香水づくり

クラフト体験

中入口会場

会場名

Special　Presents　花火タイム

【　期間中のイベント日程表　】

コンサート

参加費開催場所イベント名
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