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 今年で 7 回目 東日本大震災 追悼と復興の花火大会「LIGHT UP NIPPON 2017」 

全国での花火打ち上げを支援 

8 月 11 日（金・祝）19 時 30 分より一斉に打ち上げ開始 

■	 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

参りました。 

■	 LIGHT UP NIPPON の趣旨に賛同し、一斉の花火打ち上げに参加する地域は

北海道など年々増え、2016 年には熊本地震で被害を受けた熊本県西原村で

も仮設住宅のお祭りで花火を打ち上げました。 

■	 打ち上げ花火を見るとき、人は必ず上を見上げ、身体にドンと響く音と、鮮

やかに花開く火花を目にして、思わず笑顔になります。老若男女問わず、

人々の気持ちを明るく前向きにするこの花火の力や、そこで生まれる笑顔

の連鎖を、もっともっと広げていき、日本全体を元気にしていきたい、と考え

ています。 

■	 今年度は趣旨に賛同して、佐渡島・八丈島・隠岐の島・五島列島、屋久島でも

花火の打ち上げが決定しました。日本の国境を形作る離島からも日本を明るく

照らして行けたらと考えています。 

■	 8/11 特別番組「LIGHT UP NIPPON」について 

<<実施概要>> 

タイトル：特別番組「LIGHT UP NIPPON」 

放送日時：8/11（金）FM 仙台        19:30 〜 20:25（55 分） 

             TOKYO FM      19:30 〜 20:00（30 分） 

             全国コミュニティ FM （MB127ch）19:30 〜 20:25（55 分） 

放送形式：生放送 

放送拠点：宮城県石巻市雄勝町大須３（駐車場） 

制作担当：FM 仙台 MUSICBIRD 

CM ｷｬﾊﾟ：FM 仙台、全国コミュニティ・・・5 分 30 秒 

 

LIGHT UP NIPPON 2017 概要 

 主     催：LIGHT UP NIPPON 実行委員会 

特 別 協 賛：JT  

開 催 日 時：2017 年 8 月 11 日（金・祝）19：30～  ※雨天決行、荒天の場合は翌日に順延 

  開 催 地：全 21 箇所（特別開催地含む）※詳細は次頁参照 

  打ち上げ数：約 15,000 発（予定） 

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。 

 

  



 

＜各開催地の打ち上げ場所（予定）＞ 

8 月 11 日 打ち上げエリア                     別日特別開催エリア 

打上日程 都道府県 打ち上げ会場  打上日程 都道府県 打ち上げ会場 

8/11 青森県 鰺ヶ沢町  7/19 神奈川 鎌倉市 

岩手県 野田村  8/5 島根県 隠岐諸島 

岩手県 田野畑村  8/12 福島県 南相馬市萱浜 

岩手県 宮古市田老  8/12 鹿児島県 屋久島町 

岩手県 大槌町  8/13 福島県 浪江町 

岩手県 大船渡市越喜来  8/27 北海道 札幌市 

宮城県 石巻市雄勝町大須  ※LIGHT UP NIPPON の趣旨に賛同し、独自に花火を 
 打ち上げる地域です。 

 
新潟県 佐渡市  

福島県 富岡町  

福島県 いわき市久之浜  

京都府 丹後町  

岡山県 美作市上山  

東京都 八丈島  

熊本県 西原村  

長崎県 五島市富江  

 

  
2011 年実績 2012 年実績 



 

＜参考＞LIGHT UP NIPPON 開催実績 
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開催年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

開催地 10 箇所 13 箇所 14 箇所 13 箇所 

協賛金 7,400 万円 4,800 万円 4,600 万円 4,200 万円 

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 

 
2013 年実績 2011 年実績 

本件に関するお問い合わせ先 LIGHT UP NIPPON 実行委員会 

        事務局 弥冨（いやどみ）info@lightupnippon.jp / 050-5318-8331 

開催地：3 県 10 箇所 

岩手、宮城、福島 

開催地：4 道県 14 箇所 

北海道、岩手、宮城、福島 

開催地：4 道県 15 箇所 

北海道、岩手、宮城、福島 

開催地：4 道県 15 箇所 

北海道、岩手、宮城、福島 

開催地：5 都道県 12 箇所 

北海道、岩手、宮城、福島、東京 

開催地：7 都道県 14 箇所 

北海道、岩手、宮城、福島、 

岡山、広島、熊本 

2014 年実績 2015 年実績 2016 年実績 2014 年実績 

2012 年実績 


