2016 年 7 月 20 日
報道関係者各位
LIGHT UP NIPPON 実行委員会

今年で 6 回目 東日本大震災 追悼と復興の花火大会「LIGHT UP NIPPON 2016」

開催地 13 箇所決定 約 15,000 発の花火大会
8 月 11 日（木・祝）19 時より一斉に打ち上げ開始
～今年は、熊本地震で被害を受けた熊本県西原村の花火大会と共同開催～
■ LIGHT UP NIPPON 実行委員会は、東日本大震災の復興と追悼の意を込め、
東北を元気にしたいという想いから、2011 年から「東北を、日本を、花火で、元
気に」をテーマに毎年 8 月 11 日に岩手県、宮城県、福島県の太平洋沿岸の被
災地 10 数箇所で花火を一斉に打ち上げる「LIGHT UP NIPPON」を開催してお
り、今年 6 回目の開催が決定しました。
■ 「LIGHT UP NIPPON 2016」は、東日本大震災に対する想いを風化させず、被
災地の復興に少しでも貢献したいという想いと、4 月に発生した熊本地震で亡く
なられた方への追悼の意をこめて、初盆を迎える 8 月 11 日（木・祝）に東北を
中心に、趣旨に賛同していただいた、熊本、広島、北海道の地域を加えた全国
13 箇所で一斉に開催いたします。花火の打ち上げ総数は約 15,000 発で、打ち
上げ開始時間は 19 時を予定しております。
■ 今年は、熊本地震で被害を受けた、熊本県西原村でも花火を打ち上げます。
これは、これまで一緒に活動してきた東北の現地実行委員の「これまで受けた恩を熊本におくりたい」
という想いから生まれたものです。本実行委員会は、東北各地と同様に、熊本での花火大会を一緒に
運営する協力者を募った結果、今回、西原村での開催決定に至りました。「東北から熊本、そして、日
本を、花火で元気に」という想いで、続けてまいります。

■ また、全国の各地域をつないで元気にしていくという趣旨から、花火大会の様子は、ＦＭ岩手、date FM、ふく
しま FM、TOKYO FM の 4 局及び全国コミュニティ FM で特別番組（19：00～19：55）「LIGHT UP NIPPON」にて
生放送されます。

LIGHT UP NIPPON 2016 概要
開 催 日 時 ：2016 年 8 月 11 日（木・祝）19：00～

※雨天決行、荒天の場合は翌日に順延

開 催 地：全 13 箇所（特別開催地含む）
岩手県（5）－ 野田村、田野畑村、宮古市田老、大槌町、大船渡市三陸町越喜来
宮城県（3）－ 気仙沼市、石巻市雄勝町、仙台港
福島県（2）－ 南相馬市萱浜、いわき市久之浜
熊本県（1）－ 西原村
※同日特別開催 北海道札幌市、広島県廿日市市宮島
（上記 2 か所は、LIGHT UP NIPPON の主旨に賛同し、独自に花火大会を開催いたします）
打ち上げ数：約 15,000 発
花火の構成：花火開始から約 3 分間 公式テーマ曲・「赤とんぼ」（by 坂本龍一）のリズムにあわせて
一斉に花火を打ち上げ。約 3 分の赤とんぼに合わせた花火には、「追悼」の祈りを込めて、
その後の花火は、開催地ごとに復興の祈りを込めて自由に演出。
今年は、日本全体を元気にする花火として、2020 東京五輪を想起させるような 5 色の華を
イメージしたスペシャル花火を盛り込む予定です。
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＜各開催地の打ち上げ場所（予定）＞
岩手県

宮城県

福島県

熊本県

野田村

野田村大字野田第 18 地割地内

田野畑村

島越海水浴場

宮古市

宮古市田老字館が森

大槌町

浪板海岸 波板ビレッジ

大船渡市

大船渡市三陸町越喜来

石巻市

石巻市雄勝町大須港

気仙沼市

コの字岸壁沖

仙台港

仙台港中央公園

南相馬市

萱浜

いわき市久之浜

久之浜海水浴場

西原村

＜参考＞LIGHT UP NIPPON 開催場所（2011 年～）

開催年

2011 年

2012 年
13 箇所

2013 年
14 箇所

2014 年

開催地

10 箇所

協賛金

7,400 万円

4,800 万円

4,600 万円

4,200 万円

13 箇所

花火数

23,200 発

15,000 発

28,800 発

19,300 発

観覧者数

42,500 名

89,300 名

132,900 名

43,700 名

12 年実績
2011 年実績

2011 年 10 箇所

2014 年 14 箇所

2012 年実績

2012 年 13 箇所

2015 年 10 箇所

2013 年実績

2013 年 14 箇所

2016 年 13 箇所

＜スペシャル共催企画＞ LIGHT UP NIPPON どっかん祭り 2016 in 仙台港
「どっかん祭り」とは、東北を、日本を、どっかんと元気にするためのお祭りです。
初めての山の日となる 8 月 11 日、大人から子供まで全員が一緒になって楽しめるプログラムをどっかんと
用意します。音楽で、お笑いで、食べ物で、地元を元気にし、最後には LIGHT UP NIPPON の花火が上がります。
みんなで同じ空を見上げて、全国と繋がる時間を楽しんでもらい、笑顔あふれる夏の思い出になれば幸いです。
この夏、LIGHT UP NIPPON がお届けする一大イベント。今年は、三井アウトレットパーク仙台港で開催します。
＜概要＞
開催日時： 2016 年 8 月 11 日(木) 12：00 開場・13：00 開演、19：00～花火打上げ
開催場所： 三井アウトレットパーク仙台港 駐車場特設会場 (約 5,000 人収容)
チ ケ ッ ト： 一般 2,000 円、小・中学生 1,000 円
実施内容： ①アーティストによるどっかんライブ (出演：怒髪天、劇団ニホンジンプロジェクト、石田サラ他)
②どっかんお笑いライブ(出演：千鳥・笑い飯・ジャルジャル・椿鬼奴 ・黒沢かずこ（森三中）ほか
③LIGHT UP NIPPON 東北 100 人チア ×竜馬四重奏
その他、東北物産展・どっかん盛りグルメ等各種催しを予定しております。
詳

細： http://dokkanmatsuri.strikingly.com/

＜どっかん祭り 過去イベント実績＞
開催年

2012 年

2014 年

2015 年

開催地

気仙沼小学校（宮城県）

会津美里町（福島県）

神宮軟式野球場（東京都）

来場客数

約 10,000 名

約 5,000 名

約 35,000 名

過去のイベント開催時の様子

＜LIGHT UP NIPPON 2020 へ向けての目標＞
東北から、全国へ。日本を、花火で、元気に。
LIGHT UP NIPPON は、東日本大震災をきっかけに 2011 年に始まりました。この 5 年間、東北とともに、東北の復
興を願い、各地で花火を打ち上げてきました。しかしその間にも、常総地区や広島の土砂災害、熊本地震など毎年
のように全国で自然による災害が起こっています。震災の年に打ち上げた花火は、多くの人に笑顔と元気を届けるこ
とができ、「あのときの花火は、明日への希望となった」と、各地からメッセージをいただきました。言葉や理屈を超え
た「花火の力」は、全国共通のものと確信しています。今後もこの花火を全国に広げ、多くの地域で打ち上げ、日本
中に笑顔の連鎖を生み続けて日本を明るく元気にしていきたい！と強く思っています。
そして 2020 年、全世界が日本を注目する中、LIGHT UP NIPPON も 10 回目という節目の年に、全国全行政区が
一つとなり、一斉に花火を打ち上げ、文字通り日本を花火で明るく照らしたいと思っています。

本件に関するお問い合わせ先 LIGHT UP NIPPON 実行委員会（小林）080-4169-8263

