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 第85回土浦全国花火競技大会にご来場の皆様、ようこそ土浦市へお越しくださいました。14万市民を代表し、心から歓迎を申し上げます。
 また、この大会が永きにわたり開催され、この度85回を迎えることが出来ましたのも、ご観覧の皆様をはじめ、大会関係者の皆様方のご尽力による
ものであり、改めて厚くお礼を申し上げる次第であります。
 さて、土浦全国花火競技大会は、神龍寺の住職であった故秋元梅峯師が、大正14年に霞ヶ浦海軍航空隊殉職者の慰霊と不況にあえぐ商店街の復
興、さらには秋の実りへの感謝と農民の慰労のために、私財を充てて霞ヶ浦湖畔で花火大会を開催したのが始まりであり、その後、公益社団法人日本
煙火協会の前身である日本煙火工業会の会長を永く務められた本市出身の花火師、故北島義一氏によって営々と育まれ、輝かしい歴史と伝統に培われ
た、名実ともに日本一の花火競技大会であります。
 本大会は、競技を通して煙火技術の向上に貢献していくことはもちろんのこと、質・規模ともに最高峰を誇り、観る人々に夢と感動を与える、音と光
の一大エンターテイメントであると自負しております。
 競技は、スターマイン・10号玉・創造花火の3部門で行われ、経済産業大臣賞をはじめとする権威ある賞が授与されるのも、本大会の大きな特徴で
あり、とりわけ、3部門の中から最も優れた煙火業者に付与される内閣総理大臣賞は、世界最高水準の卓越した技量を有する我が国の花火師達の大き
な目標であり、日ごろ培った技術を余すところなく発表する格好の舞台でもあります。
 大会の運営におきましては、当日の案内業務から翌日の清掃業務まで、2,400名ものボランティアや多くの市民の皆様に支えられており、皆様方の温
かい心は、大会を運営する私共にとって何よりも心強く、深く感謝を申し上げます。
 結びに、全国から遠路ご参加いただきました煙火業者の皆様や、ご多忙にもかかわらず花火の審査をお引き受けいただきました審査員の皆様、そして、
本大会にご協賛・ご尽力を賜りました関係者の皆様方に重ねて感謝を申し上げ、お礼と歓迎の挨拶といたします。
 それでは皆様、花火師が創り出す音と光の芸術、匠の技を心ゆくまでお楽しみください。

第85回土浦全国花火競技大会
実行委員会  会長

土浦市長  中 川  清
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褒  賞

3部門それぞれの優勝者の中か
ら、総合的に判断して煙火技術
の向上に貢献し、観る人に感動
を与えたと認められる最も優秀
な出品者に授与されます。

内閣総理大臣賞 スターマイン
優　勝 土浦市長賞
 経済産業大臣賞
準優勝 茨城県観光物産協会長賞
特　等 土浦商工会議所会頭賞
1　 等 土浦市観光協会長賞
特別賞 茨城新聞社長賞

創造花火
優　勝 土浦市長賞
 茨城県知事賞
準優勝 土浦市議会議長賞
特　等 土浦商店街連合会長賞
1　 等 土浦市観光協会長賞
特別賞 日本煙火協会長賞

10号玉
優　勝 土浦市長賞
 中小企業庁長官賞
準優勝 茨城県議会議長賞
特　等 土浦市議会議長賞
1　 等 土浦市観光協会長賞
特別賞 茨城放送社長賞

審査員
（順不同・敬称略）

越   光 男
東京大学名誉教授
（工学博士）

飯田 光明
国立研究開発法人
産業技術総合研究所
環境安全管理部審議役

茂 木   正
経済産業省
製造産業局素材産業課長

毛利 智徳
経済産業省
商務流通保安グループ
鉱山・火薬類監理官付
火薬類保安対策官

濱田 直春
中小企業庁
長官官房広報相談室長

粟田 茂樹
茨城県生活環境部
防災・危機管理局
消防安全課産業保安室長
【保安審査】

河野 晴行
公益社団法人
日本煙火協会専務理事
【保安審査】

松本 美枝子
写真家

蓮 見   孝
札幌市立大学  学長

井 坂   
土浦市教育委員会教育長
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1 土浦市産業祭

開催日：10月22日（土）・10月23日（日）
場　所：川口ショッピングセンターモール505
市内の農業・工業・商業・観光の各界をあげて
のイベントです。市内のさまざまな産業を紹介し
たり、展示即売会などが行われます。産業の振
興育成を図ると同時に、楽しみながら地元の産
業を学べます。

2 土浦カレーフェスティバル

開催日：11月19日（土）・11月20日（日）
場　所：川口運動公園陸上競技場
約80年前に世界一周飛行の途中で霞ヶ浦に停
泊したドイツの大型飛行船ツェッペリン伯号の乗
組員に、地元産のジャガイモを入れたカレーが
振る舞われました。このことに由来し、土浦をカ
レーのまちにして盛り上げようという趣旨のもと、
市内外の飲食店やホテル、一般参加者、高校
生、各種団体が、日本一を誇るレンコンなどの
地元食材を使ったオリジナルカレーを開発。さま
ざまな味わいのカレーを食べ比べてください。

3 土浦マラソン大会

開催日：11月27日（日）
場　所：新治運動公園
紅葉の筑波山麓をバックに、小学1年生（1キ
ロ）から一般の部（5キロ）までの28種目が行わ
れます。

4 ウィンターフェスティバル

開催日：11月下旬～2月中旬（予定）
場　所：土浦駅西口前・東口・商店街
土浦駅西口前・東口前や商店街が色とりどりの
光り輝くイルミネーションで装飾され、街中が華
やぎます。

5 水郷桜イルミネーション

開催日：11月19日（土）～2月19日（日）
場　所：霞ヶ浦総合公園
霞ヶ浦総合公園冬のイベントとして、光がつくる
Art「水郷桜イルミネーション」。日本一の花火や
桜・霞ヶ浦をイメージし、土浦を代表する「冬の
イベント」を目指し、光がつくる“Art”として冬
の湖畔を彩ります。

6 土浦の雛まつり

開催日：2月中旬～3月上旬
場　所：土浦まちかど蔵ほか市内各所
江戸・明治時代から商家に伝わる「雛人形」や
色鮮やかなちりめんで手づくりした「つるし雛」、
日本一の生産量を誇るレンコンの花託を使用した
「霞蓮雛人形」などが展示されるほか、さまざま
なイベントが行われます。

7 土浦桜まつり

開催日：3月下旬～4月中旬
場　所：亀城公園ほか
土浦市内には、亀城公園、乙戸沼公園、桜川、
新川、真鍋小、竜ヶ峰など数多くの桜の名所が
あり、桜の季節になると淡いピンクとほのかな香
りに包まれます。期間中は、各所でライトアップ
やイベントが開催され、にぎわいを見せています。

8 流鏑馬まつり

開催日：4月第一日曜日
場　所：日枝神社
日枝神社で行われるこのまつりは、県指定無形
民俗文化財で、日本三大山王流鏑馬の一つに数
えられています。大猿退治の伝説に由来すると
いわれ、五穀豊穣と地域の平安を願う伝統行事
です。鎧武者姿で馬上から鏑矢を放ち、猿に見
立てた的を射るさまは凛々しく勇壮で、毎年大勢
の見物人でにぎわいます。
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土浦の観光に関するお問合せは
●（一社）土浦市観光協会：Tel 029-824-2810
●土浦市観光案内所：Tel 029-821-4166
●観光情報物産センター「きらら館」：

Tel 029-824-6110

http://tsuchiura-kankou.jp

9 かすみがうらマラソン  兼国際盲人マラソン

開催日：4月16日（日）予定（第三日曜日）
場　所：川口運動公園
「甦れ、霞ヶ浦　水はスポーツの源」をメイン
テーマに開催している「かすみがうらマラソン」。
全国から集まったランナーたちが、フルマラソン、
10マイル、5キロの3コースで霞ヶ浦湖畔を快走
します。また、水質浄化を呼びかける「かすみが
うらマラソン」と同時開催されているのが「国際
盲人マラソン」。国内で初めて国際パラリンピッ
ク委員会の公認を受けたマラソン大会です。参
加料の一部は、霞ヶ浦浄化運動基金と盲導犬育
成助に使われています。

10 土浦皐月まつり

開催日：5月下旬
場　所：未定
腕自慢が丹精込めて育てたさつき盆栽が集まり、
華を競います。また、即売会も同時開催され、
人気を集めます。

11 観光帆曳船

開催日：7月中旬から10月中旬　土・日・祝日
場　所：霞ヶ浦
霞ヶ浦の湖面を渡る風を受け、真っ白な帆をは
らませて進む帆曳船は、土浦の夏の風物詩です。
明治13年に発明された帆曳船は、高さ9m、幅
16mもの巨大な帆を張り、風の力で網を曳き、
ワカサギなどを捕るための船でした。昭和42年
にトロール船の普及により姿を消しましたが、現
在は観光用として運航され、霞ヶ浦遊覧船や霞ヶ
浦総合公園からその勇姿を見ることができます。

12 泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル

開催日：7月下旬（海の日）
場　所：国民宿舎水郷霞浦の湯
多くの地域住民、企業の皆様に霞ヶ浦に来て実
際に水に触れてもらい今日の現状と浄化の取り
組みについて理解を深め、自然（霞ヶ浦）に関心
を持ってもらうことを目指し開催されています。
水辺でのイベントや個人、団体、企業の交流を
きっかけに、地域の宝であり私たちの大切な水
資源でもある霞ヶ浦により一層の楽しみを感じて
ください。

13 土浦キララまつり

開催日：8月第一土・日曜日
場　所：土浦駅前通り
星と湖の祭典・土浦キララまつりは、歩行者天
国となる土浦駅前通りを中心に多くの人でにぎ
わいます。安心・安全まちづくりパレードや七夕
おどり、土浦新郷土民謡、山車の巡行など盛り
だくさんのイベントでまつり一色に染まります。

14 からかさ万灯
開催日：8月15日
場　所：鷲神社
江戸時代から続く伝統
ある祭りで、五穀豊穣
や天下泰平、家内安全
を祈願して奉納される
仕掛け花火です。高さ
6m、直径5mのから
かさ（傘）の形をした仕
掛けから花火が滝のよ
うに流れ落ちる様はと

ても華やかで、土浦を代表する夏の風物詩です。
国選択、県指定無形民俗文化財です。

15 土浦薪能

開催日：9月中旬
場　所：土浦城址本丸内東櫓前
土浦市の歴史的遺産である土浦城址（亀城公園）
で開催しています。かがり火が醸し出す幽玄美の
世界が、観る人の心を魅了してやまない秋の風
物詩です。

16 サウンド蔵つちうら　       ムーンライトコンサート

開催日：9月下旬
場　所：うらら広場
中心市街地の商店街が連携して、賑わいの創出
と商店街の活性化を図るため、コンサートを開
催しています。

17 土浦全国花火競技大会
開催日：10月第一土曜日
場　所：桜川畔学園大橋付近
土浦全国花火競技大会は、大正14年から続く歴
史ある大会です。全国から集まる花火師たちが
文字どおり日本一をかけてスターマイン、10号
玉、創造花火の三部門で技を競い合います。土
浦の秋の夜空を彩る光と音の競艶は、まさに感
動的。花火師の卓越した技術の発表の場として、
年々華やかさを増し、見る人の心を魅了します。

土浦市は、日本で2番目の広さを誇る湖「霞ヶ浦」の西岸と関東の名峰「筑波山」の南麓に位置する、水郷筑波国定公園の玄関口とし
て、霞ヶ浦の雄大な眺めと筑波山麓の豊かな自然に恵まれた緑あふれるまちです。
市の中央部は江戸時代初期に城下町として形成され、今も土浦城址周辺など市内各所には城下町の雰囲気が残されています。
江戸と水戸を結ぶ旧江戸街道と霞ヶ浦の水運の交わる水陸交通の要衝に位置し、商都としても栄えた歴史と文化の香り漂うまちです。
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6 土浦まちかど「蔵」

土浦市中央1-3-16　TEL 029-824-2810
土浦まちかど蔵「大徳」・「野村」は、江戸時代よ
り土浦の商業の中心地として栄えた中城通りに
位置します。旧水戸街道の宿場町として発展した
この界隈には、県指定の文化財や、寺社仏閣な
どの江戸情緒を残す建物が集積し、歴史的な雰
囲気を醸し出しています。

7 亀城公園（土浦城址）

土浦市中央一丁目13
江戸時代に築かれた土浦城のうち、本丸・二の丸
跡にあたる部分が公園として整備されました。当
時は何重もの掘り割りの中の本丸が水に浮かぶ
亀の姿に似ていたことから「亀城」と呼ばれるよう
になりました。櫓門は、現存する櫓門としては関東
地方唯一のもので、公園の象徴になっています。
ほかにも復元された東・西櫓や本丸広場、県指定
天然記念物のシイの木などがあります。

8 土浦市立博物館

土浦市中央1-15-18　 Tel 029-824-2928
「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」をメインテーマ
に「大名土浦家の文化」など土浦城下町の歴史と
文化、特色について詳しく紹介しています。

9 土浦の桜（土浦桜まつり）

土浦市の花が桜になっているように、市内には
桜の名所が数多くあります。桜川沿いの桜並木
をはじめ、新川、亀城公園、真鍋小、乙戸沼公
園など、桜の季節になると淡いピンクとほのか
な香りに包まれます。

歴史エリア

水辺エリア
1 霞ヶ浦

日本で2番目の大きさを誇る霞ヶ浦。最大400隻
の収容能力があるヨットハーバーや、雰囲気たっ
ぷりの土浦港プロムナードがあります。野鳥の宝
庫として知られ、飛来してくる鳥は150種類。夏
には観光帆曳船が登場します。また、釣り場とし
ても有名で太公望が全国から訪れます。

2 ヨットハーバー（土浦港）

青い空ときらめく湖面。国内2位の広さの霞ヶ
浦は、ウォータースポーツのメッカです。水に魅
せられた人々で、年中華やいでいます。湖上の
セーリングは明るい陽射しに包まれ、気持ちが
大きくふくらみます。広大な湖面をのぞむ大規
模な霞ヶ浦ヨットハーバーには、休日になると、
ウォータースポーツに魅せられた若者たちが集
まってきます。風と波のコンディションが良いこ
とで定評があり、ウィンドサーフィンやヨットをは
じめ、モーターボートやジェットスキーが楽しめ、
初心者からベテランまで、遠くから訪れる人もた
くさんいます。

3 霞ヶ浦総合公園

土浦市大岩田145
数多くの施設を備えた、緑と太陽があふれるス
ポーツ・レクリエーション公園です。4月中旬～
下旬には広大な敷地に約3万本のチューリップが
咲き誇るさまはみごとです。四季折々の花がいっ
ぱいの公園です。

4 ハス田

土浦市木田余・手野・田村・沖宿地区ほか
土浦市は、日本一のレンコン産地です。品質の
良いレンコンは、水温の高い豊富な水と肥沃な
土地で作られるため、霞ヶ浦沿岸は理想的な栽
培地です。栄養価が高く、シャキッとした歯ざわ
りが人気の土浦レンコン。現在では、うどんやサ
ブレなどの加工品もあります。

5 霞ヶ浦自転車道

日本で2番目に広い湖、霞ヶ浦を眺めながらサイ
クリングが楽しめるコースです。土浦市～かすみ
がうら市～行方市～潮来市を結ぶコースは全長
約40km。公園や直売所など立ち寄りスポットも
充実しています。
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10 小町の館

土浦市小野491　Tel 029-862-1002
平安時代の六歌仙の一人で、絶世の美女とうた
われた小野小町がこの地に残した伝説を広めよ
うとして造られました。小町の館には本館・体
験館のほか、おやすみ処、特産物販売コーナー、
小町ギャラリー、ふれあいホール、そば処小町
庵などがあります。また、県内最大級の水車小
屋があり、ドライブの休憩ポイントとしてもおす
すめです。

里山エリア

霞ヶ浦

土浦駅

神立駅土浦北IC
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13 乙戸沼公園

土浦市中村西根50-10
沼を囲む桜が美しい公園で、お花見の時期には
大勢の人でにぎわいます。周辺は自然の宝庫で、
冬になるとたくさんの渡り鳥を見ることができま
す。また、沼の周りには散歩コースがあり、市
民の憩いの場になっています。

14 上高津貝塚ふるさと歴史の広場

土浦市上高津1843　TEL 029-826-7111
上高津貝塚は今から約3000 ～ 4000年前につ
くられた霞ヶ浦沿岸最大規模の貝塚。貝塚広場
には貝層断面展示施設や竪穴住居などが復元さ
れ、考古資料館では貝塚や武者塚古墳など土浦
市内の遺跡出土資料を紹介しています。

宍塚・乙戸エリア

11 朝日峠展望公園（やすらぎの森）

土浦市小野1291-14
筑波パープルライン沿いにあるこの公園は、茨
城観光百選に選ばれています。展望台からは関
東平野のパノラマを満喫でき、快晴時には遠く
富士山や新宿副都心も見ることができます。また、
スカイスポーツが盛んで、カラフルなパラグライ
ダーが大空にゆったりと浮かぶ姿を見ることがで
きます。

12 つくばりんりんロード

豊かな自然と歴史に恵まれた筑波山の麓に、筑
波鉄道の線路跡地を活用して整備された土浦市
川口～桜川市犬田を結ぶ、全長40.1kmの自転
車道。高低差が少なく、全線が舗装されている
ので快適にサイクリングが楽しめます。
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第1回 大正14年：神龍寺住職故秋元梅峯師が商店街の復興と殉職
者慰霊の目的により霞ヶ浦湖畔で開催。

第2回 大正15年：大日本仏教護国団の主催となる。

第6回 昭和7年：土浦町と土浦煙火協会が主催し、場所を桜川河畔
に移す。

【昭和16年～20年】
第二次世界大戦のために中止する。昭和15年11月3日、市制施行に
より土浦市が誕生する。昭和21年10月、土浦商工会議所設立。

第14回 昭和21年：土浦市と土浦煙火協会が主催し、全国花火競技
大会としてGHQの許可により桜川河畔で開催する。

第17回 昭和24年：主催団体が土浦煙火協会から茨城県煙火協会に
代わる。茨城県煙火協会が発足する。

第27回 昭和33年：土浦市観光協会と土浦商工会議所が主催団体に
加わる。

第28回 昭和34年：速射連発が競技部門に加わる。

第29回 昭和35年：市制施行20周年記念大会として開催する。

第30回 昭和36年：主催を土浦市・土浦市観光協会として、後援を土
浦商工会議所と新たに通商産業省・中小企業庁・茨城県が加わる。花
火競技の入賞者に通商産業大臣賞、中小企業庁長官賞が授与される。

第31回 昭和37年：輸出振興を兼ねた大会として開催し、後援団体
に現在の（社）日本煙火協会の前身である、日本煙火工業会が加わる。

第33回 昭和39年：オリンピック東京大会協賛として開催し、後援
団体に茨城県観光協会、NETテレビが加わる。打上場所を霞ヶ浦湖畔
に移す。オリンピック東京大会が開催される。

第34回 昭和40年：後援に水戸鉄道管理局が加わる。

第40回 昭和46年：主催団体に土浦商工会議所・土浦商店街連合会
が加わり、場所を現在の桜川畔大曲付近に移す。

第49回 昭和55年：市制施行40周年記念大会として開催する。

第50回 昭和56年：第50回記念大会として開催する。

※昭和60年：国際科学技術博覧会に協賛し会場内で花火大会を開催
する。

第54回 昭和60年：市制施行45周年記念大会として開催する。

第55回 昭和61年：天皇陛下御在位60年記念大会として開催する。

第57回 昭和63年：諸般の事情のため中止する。

第59回 平成2年：市制施行50周年記念大会として開催する。

第60回 平成3年：第60回記念大会として開催する。

第61回 平成4年：名称を「土浦全国花火競技大会」とする。

第64回 平成7年：市制施行55周年記念大会として開催する。

第66回 平成9年：土浦駅前再開発事業完成記念大会として開催する。

第68回 平成11年：天皇陛下御在位10年記念大会として開催する。

第69回 平成12年：市制施行60周年記念大会として開催する。内閣
総理大臣賞が授与される。

第70回 平成13年：第70回記念大会として、第1回全国花火サミッ
トを開催する。

第75回 平成18年：第75回記念大会として開催する。

第79回 平成22年：市制施行70周年記念大会として開催する。

第80回 平成23年：東日本大震災復興祈願第80回記念大会として開
催する。

第84回 平成27年：新市庁舎開庁記念大会として開催する。

　土浦全国花火競技大会は、毎年10月の第一土曜日（荒天時は延期）に

開催している大会で、日本国内では秋田県大仙市の全国花火競技大会

と並ぶ日本有数の花火大会です。

　今年で開催回数は85回を数え、日本全国の花火師が集まるというこ

ともあり、茨城県内はもとより全国から多くの観光客が訪れ、大会当

日は約70万もの人で賑わいます。

　土浦市文京町にある神龍寺の24代住職であった故秋元梅峯師が、

霞ヶ浦海軍航空隊と親交が深かった（大正13年3月から14年12月頃ま

で、山本五十六元帥も神龍寺に下宿しており、現在、新潟県長岡市に

ある五十六像も当初神龍寺にあった）ことなどから航空隊殉職者の慰霊

と関東大震災後の不況で疲弊した土浦の経済を活性化するという趣旨

で、大正14年に私財を投じ霞ヶ浦湖畔で開催したのが始まりです。そ

して、この花火大会が不況にあえぐ商店街に好況をもたらしたことから、

地元の商業者の協力を得られるようになり、以来、土浦をあげての行

事として年々盛大に開催するようになりました。土浦の花火の特徴の一

つとして秋に開催していることが挙げられますが、これは実りの秋を祝

い、農民の勤労を慰めるという意味もありました。

　途中、第二次世界大戦による中断がありましたが、戦後いち早く復活

し、昭和21年9月に第14回大会として再開しました。

　大会は、尺玉を中心に2日間にわたって開催していましたが、天候に

よる審査への影響等もあり、昭和34年から現在と同じ1日間の開催に

変更しました。

　打上場所も何度か移転しており、霞ヶ浦湖畔、桜川匂橋付近で打ち

上げたこともありましたが、昭和46年（第40回）から現在の桜川畔大曲

付近で開催しています。

　競技の中でも、スターマインの歴史は土浦の花火の歴史とも言えます。

スターマインはいわゆる速射連発のことをいい、数百発の花火が絶妙な

タイミングと多彩な変化で秋の夜空を彩る光景は圧巻です。今でこそ花

火大会でフィナーレを飾ることが多いスターマインですが、以前は仕掛

花火の裏打ちとしてしか扱われませんでした。土浦では、昭和34年（第

28回）に「速射連発の部」を競技部門のひとつとして独立させました。（昭

和57年（第51回）から「スターマインの部」へ名称変更）

　競技部門として独立以来、花火師の誇りと名誉をかけた熾烈な競争

が繰り広げられ、「スターマインの部」は土浦の花火を代表する重要な部

門に成長しました。

　土浦の花火大会は「スターマイン日本一」を決める大会とも言われてい

ます。花火師達は、多くの時間と労力を注ぎ込み、数百発の多種多様

な花火を組み合わせた土浦仕様のスペシャルスターマインを持ち込んで

きます。テンポ良く絶妙なタイミングで打ち上がる精魂込めて作られた

彩とりどりの花火の迫力は圧巻で、見る者の心をとらえて離しません。

　現在は、スターマインの部の優勝者に経済産業大臣賞、10号玉の部

の優勝者に中小企業庁長官賞、創造花火の部の優勝者に茨城県知事

賞がそれぞれ授与されており、これらの賞をとることが花火師にとって

最高の栄誉となっています。さらに、平成12年からは、3部門の優勝者

の中から煙火技術の向上に貢献し、観る人に感動を与えられたと認めら

れる最も優秀な花火師に内閣総理大臣賞が授与されるようになりまし

たが、これは、数ある花火大会の中でも土浦と大曲の大会だけに授与

される賞で、全国の花火師たちの目標となっています。

土 花 歴浦の 火 史の 85回の み歩
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過 覧一10年 優去 間 勝者の

余 打上 広興 玉 告花火

（株）折本工業

（株）霞工業

佐々木建設（株）

 （株）いなもと印刷 （株）斉藤建設 土浦商店街連合会

（株）アキバ

（株）アールビー

茨城県県南造園土木協業組合

（有）ホテルゑびすや

（株）大久保写真館

株木建設（株）

クラブツーリズム（株）

（株）クリーン運転総合代行

サーモ（株）

JR東日本 土浦駅

泰洋エンタプライズ（株）

（株）塚田印刷

つくば国際特許事務所

（株）土浦関東商事

土浦市指定上下水道協同組合

土浦造園（株）

土浦プリントワークス（株）

東レ（株）土浦工場

日興運送（株）

富士ゼロックス茨城（株）

不二造園土木（株）

（株）星総合設備

ホテルマロウド筑波

（株）メンバーズ ジャパン

（株）裕生 つくば営業所

※3年連続優勝者は、（株）芳賀火工、（株）紅屋青木煙火店、（有）篠原煙火店、田畑煙火（株）、（株）北日本花火興業、野村花火工業（株）

（50音順・敬称略）

 数　量 提　供

30発

20発

10発

土浦市金融団

（株）松田工業

丸二産業（有）

 スターマイン 10号玉 創造花火 内閣総理大臣賞

第75回
 （株）山﨑煙火製造所 野村花火工業（株） （株）北日本花火興業 （株）山﨑煙火製造所

 Japan Blue 昇り曲導付四重芯変化菊 ヒヨコの可愛いあんよ

第76回
 （株）マルゴー 野村花火工業（株） （株）北日本花火興業 （株）マルゴー

 花 昇り曲導付四重芯変化菊 かざぐるま

第77回
 野村花火工業（株） 野村花火工業（株） （株）北日本花火興業 野村花火工業（株）

 銀盤のワルツ 昇り曲導付四重芯変化菊 ブタもおだてりゃ木に登る

第78回
 野村花火工業（株） 野村花火工業（株） （株）北日本花火興業 野村花火工業（株）

 神秘なる世界～光の彼方へ～ 昇り曲導付四重芯変化菊 アフロでキメる俺のヘアスタイル

第79回
 野村花火工業（株） （株）山﨑煙火製造所 （株）芳賀火工 （株）山﨑煙火製造所

 夜空のデュエット～光のハーモニー～ 昇曲付四重芯銀点滅 オバケがでるぞぉ～

第80回
 野村花火工業（株） 野村花火工業（株） 田畑煙火（株） 野村花火工業（株）

 夜空のウェディング 昇り曲導付四重芯変化菊 立体造形  光の三角すい

第81回
 （株）紅屋青木煙火店 野村花火工業（株） 三遠煙火（株） （株）紅屋青木煙火店

 ナポリの太陽 昇り曲導付四重芯変化菊 ミライボウル

第82回
 野村花火工業（株） （株）小口煙火 （株）北日本花火興業 野村花火工業（株）

 バレエ「白鳥の湖」より～黒鳥のパ・ド・ドゥ～ 昇り曲導付芯入姫菊 かわいい五色の花びら

第83回
 野村花火工業（株） （株）小松煙火工業 （株）和火屋 野村花火工業（株）

 幻想イルミネーション 昇銀引五重芯変化菊 昇天銀龍万華鏡写輪丸

第84回
 野村花火工業（株） （株）小松煙火工業 （株）北日本花火興行 野村花火工業（株）

 ノスタルジア～あの日の森へ～ 昇天銀竜 五重芯変化菊 ちょびひげ親父は髪の毛１本
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　土浦全国花火競技大会
は、秋田県大仙市の「全国
花火競技大会（大曲の花
火）」と共に、内閣総理大臣
賞が授与される日本でたっ
た2つの競技大会の1つで、
その名のとおり、全国から
集まる一流の花火師が卓越
した技を競い合う「競技大
会」です。
　競技大会に欠かせない存
在…それは最高の技を持つ
花火師の皆さん、そして、
その最高の花火を採点する
審査員の皆さんです。打上
げ現場の花火師と審査本部
の審査員…桜川を挟んでお
互いが離れた場所にいます
が、両者のいずれが欠けて
も、この最高の花火競技大
会は成立しないのです。
　今回の土浦花火タイムズ
では本大会の審査員の皆さ
んに密着します。

DAY 1
PM 2:00
審査打合せ会

　市内の某ホテル。ここに

審査員の皆さんが続々と

集結し、審査打合せ会が始

まります。審査打合せ会と

は、本日行われる競技大会

の審査要綱や審査規約、審

査基準といった審査に関す

るルールについて、審査員

全員が共通認識を持って審

査に当たるために開催され

ます。

　まだまだ大会開始まで時

間はありますが、競技大会

に向けて、白熱した議論が

繰り広げられています。

PM 5:00
審査本部へ移動

　花火会場の中にある審査

本部に移動します。審査本

部に到着後もゆったりくつろ

いではいられません。10号

玉やスターマイン、創造花火

といった競技花火の打ち上

げ場所の確認をしたり、打

上げ本部からの筒検査※の

報告を係員から受けます。

※筒検査…競技スターマインに使
用される花火筒が、既定の本数
以内でセットされているかの検査

PM 5:40
余興花火開始

　競技開始は、午後6時から

ですが、「レクチャー花火」

や「花火師登場」といった、

大会に華を添える余興花火

がスタートします。観客の

皆さんの気持ちが徐々に盛

り上がり、審査員の気持ち

も引き締まってきます。

PM 5:58
審査標準玉打上げ

　いよいよ競技大会のス

タートです。まずは、審査

標準玉の打上げ。この審査

標準玉に審査委員長が付け

た点数がこれから始まる競

技花火の採点の基準となり

ます。

PM 6:00
競技開始

　競技開始を知らせる号砲

と共に、審査委員長の競技

開始宣言で、いよいよ競技

大会がスタートします!!

　観客の皆さんが最高の花

火に感動している頃、審査

員の皆さんの厳正かつ慎重

な審査が続きます。

PM 8:30
競技大会終了

　本大会の開催数だけ打ち

上げられるエンディング花

火7号玉も終わり、観客の

皆さんが今日の花火の余韻

を胸に家路につく中、審査

員の皆さんは、足早に会場

を後にします。審査員の夜

はまだまだ続きます。

PM 10:00
審査委員会開始

　これから、市内の某ホテ

ルで審査委員会が開催され

ます。まずは失格や減点対

象となる作品がなかったか

を確認した後、採点した点

数を審査の係員が集計した

資料をもとに、10号玉、ス

ターマイン、創造花火の各

順位を決定します。各種目

の優勝作品について、白熱

した議論が交わされた後、

最も優秀な花火師に授与さ

れる内閣総理大臣賞が決定

されます。

AM 0:00
終了

　長かった1日がやっと終

わります。

DAY 2
AM 11:00
表彰式

　一夜明けて街が日常を取

り戻しつつある頃、審査員

の皆さんが市内のホテルに

登場します。最高の花火を

打ち上げた花火師の皆さん

の健闘を称え、優れた作品

に対して各賞が授与される

表彰式が執り行われます。

　また、審査委員長から前

日の大会に出品された作品

Saturday October 1, 2016
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についての審査講評も発表

されます。

PM 0:00
表彰式終了

　長かったスケジュールの

全行程が終了しました。各

審査員とも、疲労感を上回

る達成感を胸に会場を後に

します。

　いかがでしたか。花火会

場だけでなく大会の前後もこ

れだけたくさん審査員の仕

事があることに驚かれた方

もいらっしゃるのではないで

しょうか。花火師の皆さんが

丹精込めて作った作品、いず

れも甲乙つけがたい作品ば

かりではありますが、皆さん

も審査員の一員になったつ

もりでご覧になってみてはい

かがでしょうか。

審査豆知識

スターマインの部　三年連続優勝で野村花火工業株式会社を表彰

1審査のポイント
　花火を採点するにはいくつ

かのポイントがあります。競

技種目ごとに審査のポイント

を見てみましょう。

●10号玉
　作品と玉名がマッチしてお

り、星の配列や鮮明度が優

れていることがポイントです。

　土浦全国花火競技大会出

品規程第12条「三箇年連続

優勝者には優勝盾に添えて、

賞状及び賞品を贈呈する」と

の定めがあります。第82回

大会から第84回大会までの

スターマインの部において三

2保安審査員
　土浦全国花火競技大会で

は例年10人の審査員が採点

にあたります。そのうちの2名

は「保安審査員」。花火の燃

えカス・星の落下はないか、

玉の不発や危険な低空破裂

がないか等、花火が安全に打

ち上げられているかを審査し

ています。そのため、保安審

査員は、頭上で美しく花火が

開く中、その花火の真下だけ

を見て審査をしています。

●スターマイン
　リズムと間が大切で、打

上げのタイミングが音楽と一

致しているかがポイントです

が、近年では全体的な色彩

のバランスや、曲の最後に向

けての盛り上がらせ方もポイ

ントとなっています。

●創造花火
　種目の名前のとおり、創造

性・独創性が重要で、新し

い技術や斬新なアイデアが重

要なポイントです。

年連続優勝された野村花火

工業株式会社に、その卓越

した技術と功績を称え賞状と

記念品を贈呈いたしました。

 優勝した各年の作品名は、

次のとおりです。

3減点の対象
　上記の保安審査員が確認

している燃えカスや星の落下

があると、その程度によって

減点の対象となる場合があり

ます。また、審査本部では

スターマインについては規定

時間内に作品が終了している

か、創造花火についてはす

べての玉が打ち上がっている

かを確認しており、条件を満

たしていない場合は減点の対

象となることがあります。

　今回大会も各作品とも大

変素晴しいものであったが、

例年よりも星の落下が多く

見受けられ、減点になる作

品が散見された。安全は最

も重要視せねばならないも

のであるため、今後ご留意

いただきたい。

　10号玉については、多重

芯、特に五重芯の出品が多

くなり、完成度が非常に高く

なっている。

　創造花火については、型

物の完成度が高くなっている

が、型物にとらわれない新し

いアイデアの花火の出品が少

なくなっている感じを受けた。

独創性のある失敗を恐れな

い作品に今後期待したい。

　スターマインについては、

凝った玉名を付けた作品が

多くなっているが、審査員

によっては、凝りすぎてい

て分かりにくいという意見

も出ている。

　その他にも各審査員から

様々な意見が出されたが、い

ずれの作品も日本最高の花火

にふさわしい、素晴らしい花

火であった。

第84回大会表彰式での審査講評（要約）
東京大学名誉教授　越 光男  審査委員長

●第82回大会優勝作品
 「バレエ「白鳥の湖」より～黒鳥のパ・ド・ドゥ～」

●第83回大会優勝作品
 「幻想イルミネーション」

●第84回大会優勝作品
 「ノスタルジア～あの日の森へ～」
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募集内容 第85回大会における花火・花火大会の風景をテーマにした写真。
応募資格 どなたでも応募できます。
応募規定 ◉応募作品は、第85回大会で撮影した未発表作品に限ります。
 ◉応募点数は一人3点までとします。
 ◉応募写真は、カラーワイド四つ切の単写真とします。
 ◉入賞作品については、後日原版（ポジティブフィルム等。
 　デジタルの場合は画像データをＣＤ等で）を提出してください。
 　提出がないときは入賞を取り消すことがあります。
 ◉人物等、被写体への肖像権等については、撮影者の責任において承諾を得てください。
 ◉入賞作品の著作権および使用権については、本大会実行委員会に帰属します。

 第7回

土浦の花火フォトコンテスト

優秀賞

『情熱と静謐の薔薇』
石田 亜希さん・宮城県仙台市

【講評】 赤と白の対照的な光の輝き、迫力
満点のシャッターのタイミングと、華やかで
ありながら、かつ一瞬で終わる花火の潔さ
のようなものを感じさせる作風です。フィル
ム撮影によるプリントの美しさも相まって、
独特な花火の捉え方が際立つ一枚です。

優秀賞

『トワイライト』
町田 孝俊さん・埼玉県川口市

【講評】 まさにトワイライトの時間帯の、数
少ないプログラムでのシャッターチャンスを
見事ものにしました！薄明かりの夜空に幻想
的な白い花火が重なる様子を、よく捉えて
います。プリントの色合いも非常にきれいで
した。

優秀賞

『百花乱舞』
宮木 尚男さん・茨城県稲敷郡阿見町

【講評】 スターマインの豪華な瞬間をうまく
捉えました。花火の数、重なりなど迫力が
ある絵作りで、まさにタイトル通りの華やか
な画面になりました。鮮やかで力強い光の
軌跡が美しく、プリントもきれいでした。

最優秀賞

『夜空の孔雀』 後藤 典子さん・千葉県柏市
【講評】 青、緑といった花火の中でも発色が難しいと言われている色合いを丁寧に捉
えました。このスターマインが表現していた、抑えた演出からにじみ出る繊細な光の
輝きや、儚い美しさといったこの花火独特の風情を、よく画面に映しこんでいます。

【総評】

　7回目を迎えるこのコンテストですが、本年度もたくさんの方にご応募いただきまして、

大変に盛り上がった審査会となりました。応募総数は117名、出品作品数は292点でし

た。今年は7歳の女の子から80歳の男性までと、これまでにない幅広い年代の方々に応募

いただいたこと、また昨年に比べて女性の応募数がかなり増えたことで、コンテストの認

知度、そして応募作品の内容の幅も広がったように感じました。

今年も優秀賞以上は僅差であり、審査員一同、選考に大いに悩みました。そのような中で

最優秀賞を受賞した後藤典子さん、おめでとうございます。このコンテストで最優秀賞を

女性が受賞したのは初めてでしたが、とくに繊細な表現がすばらしかったです。また入選

はレベルの高い作品が多く、今後は優秀賞を狙える作品も幾つかありました。佳作は例え

ばシャッターを切るタイミングなど、もう少し自分の表現したいポイントを整理していくと、

さらに上位を狙える作品になると思います。
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応募方法 応募作品の裏面に、所定の応募票（大会公式ホームページhttp://www.tsuchiura-hanabi.jp/からダウンロードできます）を張り付け、
 郵送または持参してください。
応募期間 平成28年10月3日（月）～ 11月4日（金）【当日消印有効】
審　　査 応募期間終了後、大会実行委員会において審査。
発　　表 大会公式ホームページで発表。
　  賞 最優秀賞（１点）、優秀賞（３点）、入選（５点）、佳作（数点）
そ  の  他 ◉応募作品は、返却しません。
 ◉入賞作品については、大会公式ホームページで公開します。また、写真展示会、ポスター、チラシなどに使用させていただくことがあります。
 ◉個人情報は、フォトコンテストにのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。
応  募  先 〒300-8686　茨城県土浦市大和町9番1号   土浦全国花火競技大会実行委員会（土浦市産業部商工観光課内）第8回土浦の花火フォトコンテスト係

惜しくも選外だった方もいらっしゃいます。入賞作と比べると、露出、構図のバランス、良

いプリントへの追求がもう一歩足りないのかなと思います。入賞作を参考にして、来年度

もぜひ応募してみて下さい。

最後に今回のコンテストで大変面白かった点は、花火大会で本競技前のプログラム（レク

チャー花火、新庁舎記念スターマイン）を撮影した作品が多かったことでした。トワイライ

トの中で行われたこれらのプログラムは短い時間でしたが、薄明かりの夜空に花火が映え

て、とても幻想的でした。写真を撮る上で、このような数少ない時間帯の中には、いつも

美しい瞬間が隠されています。それをきっちり押さえて撮影した方々の作品は、やはり素晴

らしかったです。これからも大会で新しいプログラムがあるときは、逃さずに撮影していた

だければと思います。それでは次回も多くの皆様のご応募を心よりお待ちしています。

審査員・写真家  松本 美枝子

入選

『情熱の華』
伊藤 裕介さん
千葉県千葉市

【講評】 ワイドスターマインの赤一色
の美しい瞬間をよく捉えています。
暗い夜空の中に赤い色がよく映える
様子が、とてもきれいな写真です。

佳作

『Dream Flower』
西岡 幸次さん
広島県広島市

【講評】 スターマインの色とりどりの
輝きの瞬間をうまく捉えていて、非
常に好感の持てる作品です。鮮やか
な色とアップ目に切り取った画面構
成が花火のダイナミズムをよく伝え
ています。

佳作

『トワイライトに花開く』
田井 俊夫さん
茨城県かすみがうら市

【講評】こちらは他の同じ状況の作品
と少し違って、花火を画面いっぱいに
切り取り、薄暮の中で迫力ある花火
のイメージに仕上げました。大会オー
プニングのワクワクする気持ちを感じ
させる作品です。

佳作

『星、降りそそぐ』
石井 萌さん
愛知県名古屋市

【講評】 画面から溢れるような大胆な
構図ですが、一方で光の鮮やかな軌
跡、色のグラデーションをよく捉えて
おり、タイトルと画面がマッチした作
品です。

入選

『秋の夜空を彩る』
中根 英治さん
埼玉県久喜市

【講評】 ワイドスターマインの白い輝
きをよく捉えています。頭上を見上
げる人々の様子と、それに降り注ぐ
ような繊細な光の軌跡が印象的な、
美しい画面に仕上がりました。

佳作

『土浦市の夕日』
村岡 茂義さん
群馬県太田市

【講評】 夕暮れの中の花火を美しく情
緒豊かに捉えました。ややおとなしい
感じの画面構成ではありますが、黄
昏の中に繊細な緑色の花火が映えて
趣のある写真です。

佳作

『華のイリュージョン』
菅原 和弘さん
宮城県栗原市

【講評】花火をまるで花のように可愛
らしく切り取りました。ワイドスター
マインとしてはややおとなしい画面
に感じるので、タイミングや構図を
もっと研究しても面白くなるかもしれ
ませんね。

佳作

『一面の白銀世界』
菅野 斗施雄さん
【講評】タイトル通り、花火のモノトー
ンの美しさをよく捉えています。繊
細で、かつ流れるような花火の軌
跡、そして地上の人々のカメラのモ
ニターの光の粒も面白さも相まって、
幻想的な写真になりました。

入選

『尺天夜』
菊池 健一さん
東京都世田谷区

【講評】 多くの応募作品と違い、打ち
上げ会場から少し離れたところから、
花火と土浦の街とをうまく絡めて撮
影しました。10号玉も芯をよく捉え
ており、また人と違う場所からとった
ことで、オリジナリティ溢れた秀作と
なりました。

佳作

『つちうら浪漫』
武田 浩さん
宮城県黒川郡富谷町

【講評】ワイドスターマインの様々な
色が出る瞬間をよく捉えています。
プリントも綺麗でした。欲を言えば
構図にもう一工夫あってもいいかな、
と思いました。

佳作

『聖華』
中村 廣勝さん
埼玉県越谷市

【講評】 こちらもワイドスターマイン
の美しい瞬間をよく捉えています。オ
レンジと紫という対照的な光の色合
いがとてもきれいな一枚でした。

入選

『薄暮に煙る花姿』
熊木 士郎さん
茨城県土浦市

【講評】 こちらも薄暮のなかの花火を
うまく捉えました。黄昏時の空のグ
ラデーションと花火の鮮やかな色の
バランスがとてもよく、印象的な作
品となりました。

佳作

『秋の宴・花火づくし』
古家 和彦さん
大阪府牧方市

【講評】 スターマインを安定した構図
で捉えています。花火の重なり、数
などもきれいだと思いました。欲を
言えば、若干プリントの色が締まる
といいかな、と思いました。

佳作

『紅の宴』
武居 公江さん
茨城県石岡市

【講評】赤一色のスターマインを安定
した構図で切り取りました。花火の
重なり、開花のタイミングなどもとて
もよいと思います。欲を言えばワイド
スターマインのスケール感が出るよ
うに、もう少し広く切り取っても面白
かったかな、と思いました。

入選

『遠きふるさとの輝き』
佐藤 哲也さん
北海道夕張郡長沼町

【講評】 遠く北海道からのご参加、あ
りがとうございました。だいぶアッ
プめの大胆なフレーミングによって、
花火の迫力と輝きが増した面白い作
品です。



花火の玉には「玉名」(ぎょくめい)という名前がつけられていて、形･色･変化などの内容が明示されています。玉名は大きく2種類に分けられ、一つは
花火玉が打ち上げられ、上昇し開発してから変化していく様子を表しているものと、もう一つは、花火を打ち上げたときのイメージからつけたもので
す。花火の玉名は千差万別で、10号玉には、まるで漢文のような一見難しそうに見える名前がつけられています。創造花火やスターマインにつけられ
る玉名は、情緒的・文学的なものが多いようです。皆さんもこの記事を参考に打ち上がる花火を想像してみてください。

+ +○

早い

+

星が抜けている

遅い玉のすわりが
良い

+
+

+
○

盆が楕円

盆がいびつ

盆が良い

○

消え口が揃う
パッ

○肩のはりが良い 消え口が
揃わない

菊 （きく）
花火の伝統技術の粋を集めた花火で、
スゥーと星が尾を引きながら放射状に飛び
散って、菊花の紋を描き出すものです。花
びらの先の色が変化する場合、変化菊と呼
びます。

牡丹 （ぼたん）
菊と同様に丸く開きますが、尾を引かず光の
点を描きながら花を咲かせます。迫力の点で
は菊には及びませんが、すっきりとした繊細な
美しさがあり、菊より光が鮮やかに出ます。こ
の中でもマグネシウムなどを使った明るい星
を「ダリア」と呼びます。

冠 （かむろ）
開いた星が流れ落ち、地面すれすれで消える
花火です。おかっぱ頭（禿）に似ていることか
らこの名前が付きました。

万華鏡 （まんげきょう）
何本かずつの光のすじが飛び出します。星を
一握りずつ袋に詰めたものを分散して込め、
同色の花弁がまとまって開く花火です。

蜂 （はち）
火薬を詰めた星がシュルシュルと回転しなが
ら、ランダムに飛び回る花火です。

千輪 （せんりん）
花火が上空で炸裂した後、一瞬遅れていく
つもの小さな光の花がいっせいに開く花火
です。

型物 （かたもの）
光の点や線でハートや笑顔、ちょう、土星など
さまざまな形を描く花火です。型物は二次元
の平面なので、真横から見ると「線」にしか見
えないことがあります。

玉の座り （たまのすわり）
花火は打ち上げられた玉が最高
点で開くものが最高とされてい
ます。玉が上昇から下降に変わ
る瞬間が、星が上下方向の力に
流されることなく丸くなりま
す。上昇の途中で開くと扇形
に、下降中に開くと星が流れる
可能性があるといいます。

肩 （かた）
星が放射状に真っすぐ飛ぶものが
最高とされ、「肩のはりが良い」と
いいます。星が先でふらふら泳い
だり、星が予定外のところに飛ん
だり、点火されずその星のあるべ
きところから抜ける「抜け星」が
あってまばらになったりするもの
は良くありません。

盆 （ぼん）
花火が開き、星が飛び散っ
て作る形を「盆」といい、大
きく真円（球）であることが
最高とされています。開い
た姿が楕円だったり、いび
つなもの、また玉の大きさ
相当の広がりがないものは
良くありません。

消え口 （きえくち）
花火は、全ての星が同時に
変化して色を変え、同時に
燃え尽きるものが理想的
です。星の燃え尽きる時を
「消え口」といい、全ての「消
え口が揃う」ことが花火の
印象を引き締めます。

10号玉は、作品と玉名がマッチングしていること。星の配列や鮮明度が優れていることが挙げられます。スターマインは、リズムと間が大切で、一般
に小気味良く始まり、次第に盛り上がって最後は一斉に打ち上がるという構成が多く採られます。創造花火は、特にその創作性が重要で、独創的な
アイデアや新しい技術に対して高い評価が与えられます。最近では、星の色も多彩ですし、打ち上げのタイミング、さらに変化とバラエティーもなく
てはなりません。

10号玉は、作品と玉名がマッチングしていること。星の配列や鮮明度が優れていることが挙げられます。スターマインは、リズムと間が大切で、一般
に小気味良く始まり、次第に盛り上がって最後は一斉に打ち上がるという構成が多く採られます。創造花火は、特にその創作性が重要で、独創的な
アイデアや新しい技術に対して高い評価が与えられます。最近では、星の色も多彩ですし、打ち上げのタイミング、さらに変化とバラエティーもなく
てはなりません。

花火の名前を知る

良い花火の条件を知る

【その他の審査ポイント】
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花 楽 方火の しみ
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競技花火打上順番
 時 間 順番 種目 玉名／花火師コメント 業者名／県名 採点欄

 2 10号玉 （有）関口煙火工場
栃 木

昇り曲導付三重芯変化菊
日本の伝統的な花火で三重芯の丸型です。

 3 10号玉 新潟煙火工業（株）
新 潟

昇曲導付四重芯変化菊
四重の芯が入った伝統的な菊型花火です。

 5 10号玉 （有）糸井火工
福 島

昇曲導付四重芯変化菊
同心円状に４つの円が重なります。
毎年、改良を加えてさらなる完成型を目指します。

 6 10号玉 （株）佐藤煙火
宮 城

昇曲付三重芯月が欠けていく
芯が三重に入り、親星が時間差で月が欠けていく様子を表現します。

（有）篠原煙火店
長 野

月見の頃 ～フルムーンを探して～
三日月から満月へ変わっていく様を、一発の花火で表現しました。

 7 創造
  花火

 8 創造
  花火

（株）ファイアート神奈川
神奈川

雨あがりの虹のように
雨があがり、太陽が顔を出し、虹がアーチを描きます。
ストーリー性のある構成としました。

 9 スター  マイン
須永花火（株）
栃 木

冷静と情熱
ゆったりとした癒しの柳と、動きを感じる演出の組み合わせで、
天空のショータイムを表現できたらと思います。

 10 スター  マイン
筑北火工堀米煙火店

茨 城
黄金の輝き
音楽のリズムやイメージに合わせた音楽花火です。
リズミカルなテンポや色あい、変化をごらん下さい。

 11 10号玉 加藤煙火（株）
愛 知

昇曲導付四重芯菊先パステル点滅
親星を含めて五重の円に輝くピンク、レモン、水色の花を表現します。

 12 10号玉 （株）元祖玉屋
千 葉

昇り曲導付四重芯変化菊
芯が四重に入り、親星と合わせて五重に開く花火です。

 13 10号玉 田畑煙火（株）
静 岡

昇曲導付四重芯変化菊
四層の芯がはっきり見えるように、バランス・色の構成にこだわって製作しました。
整芯整円の玉を目指します。

 14 10号玉 （有）一福煙火店
千 葉

昇り曲導付八重芯変化菊
花火の美しさ　力強さ。

17:45

17:55

17:58

 1 10号玉 髙木煙火（株）
岐 阜

昇り曲付き三重芯変化菊
昇曲導の小花を咲かせながら三重の花を描き大輪を咲かせます。18:00

審査標準玉（10号玉一発）昇曲導付八重芯変化菊　　　　　　　（有）森煙火工場

花火師登場

レクチャー花火（5号玉10発）  花火の型や種類について、実際に花火を打ち上げながら解説します。
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 時 間 順番 種目 玉名／花火師コメント 業者名／県名 採点欄

 20 10号玉 （有）太陽堂田村煙火店
長 野

昇雄花四重芯変化菊
日本の花火の美を求め、全体で五重に咲く菊花火です。

 21 10号玉 （株）太洋花火
鹿児島

昇曲導付四重芯変化菊
芯が四重に入り、全体で五重に咲く、日本伝統の花火です。

 22 10号玉 高田花火工業
福 岡

昇曲導付四重芯変化菊
四重の芯が入り、親星と合せて五重に咲く花火です。

 23 10号玉 （株）光屋窪田煙火工場
静 岡

昇曲導付三重芯変化菊
日本を代表する伝統的な、三重芯の花火を製作しました。

 24 10号玉 （有）森煙火工場
茨 城

昇曲導付四重芯菊
大輪の中心に四重の芯の花が咲きます。

 25 創造  花火
（株）若松屋
愛 知

宝石箱
冒険の末に見つけた光。そこには銀色の箱がありました。
その箱を開いた瞬間色とりどりの宝石が飛び出します。

 26 創造  花火
信州煙火工業（株）

長 野
彩色八方菊点滅花
菊、牡丹、冠、点滅を組合せた煌びやかな花火です。

 27 スター  マイン
（株）丸玉屋小勝煙火店

東 京
ゴッホの描いた世界
同時期に活躍したチャイコフスキー作曲「花のワルツ」の3拍子に乗せて、ゴッホが描いた名作
「ひまわり」などを中心にこの漆黒のキャンパスに再現します。今宵の空はまるで美術館！

 28 スター  マイン
（株）芳賀火工

宮 城

ひかり輝く世界
平和で愛と恵みに満ちたひかり輝く世界。前を向いて夜空を見上げれば、美しくきらめく世界が一
面に広がっています。花火ならではの光と色彩、輝きによって、尊い甘美な響きを表現したいと思
います。

 29 10号玉 （株）臼井煙火
静 岡

昇曲導付四重芯菊先緑銀乱
芯が四重に入って、全体で五重に咲きます。芯星、親星を先銀にしました。

 30 10号玉 阿部煙火工業（株）
新 潟

昇曲導三重芯変化菊
日本の伝統的な菊型花火です。芯が三重に入り、全体で四重に出る花火です。

 16 創造  花火
（株）静玉屋
静 岡

赤かぶ
5号玉の皮の中に“かぶ”型の皮を作り、細かい星を細い指とピンセットでつめました。
上をむいたかぶ、下をむいたかぶ、横をむいたかぶ。静玉屋の創造花火は、百発百中そのものの形
がでることを、めざします。

 17 創造  花火
（株）海洋化研

北海道
夏休み自由研究 観察日記パート２「果実の色づき方　イチゴ・パイナップル編」
今年も夏休みの自由研究は昨年に引き続き、夜空に描く観察日記です。
今回は果物のイチゴ、パイナップルが色づいて熟していく様子を表現しました。

 18 スター  マイン
新潟煙火工業（株）

新 潟
medusa ～神秘なる世界～
深海を優雅に浮遊するクラゲ、
海底のイルミネーションの様に光り輝く神秘の世界をお楽しみください。

 19 スター  マイン
（株）太洋花火

鹿児島
Story
人は誰かと繋がりがあり、「一人ではない、大切な人を守りたい」との想いを表現します。
あなたの大切な人を思い浮かべながらご覧ください。

余興広告花火　イオンでのお買い物はWAONがお得 提供：イオンモール土浦18:30

 15 10号玉 （株）神戸煙火工場
静 岡

昇曲導付三重芯変化菊
芯が三重になり、親星が引先の青銀乱になります。
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 時 間 順番 種目 玉名／花火師コメント 業者名／県名 採点欄

 31 10号玉 （有）小千谷煙火興業
新 潟

昇り曲導付四重芯変化菊
芯が四重に入り、親星と合わせて、五重の同心円を描く、菊型花火です。

 36 スター  マイン
アルプス煙火工業（株）

長 野

名前 ～eternal gift～
皆さんは、自分の「名前」の由来を覚えていますか。
親が子を思う暖かく優しい気持ちは、一人一人の「名前」の中にたくさん込められています。
その溢れ出す愛しい感情を表現してみました。

 37 スター  マイン
（有）糸井火工

福 島
トランス
トランス（trance）には「恍惚」と意味も含まれ、恍惚とは物事に心をうばわれて、
うっとりする様のことを言います。煌きの150秒間が恍惚の時間を作り上げます。

 38 10号玉 （株）ホソヤエンタープライズ
東 京

昇曲付三重芯天竺牡丹
今回は伝統的な三重芯に親星には天竺牡丹と題して大変光が強い星を製造しました。
どうぞご覧下さい。

 39 10号玉 信州煙火工業（株）
長 野

昇曲導付四重芯引先黄閃光
四重の芯が入り親星が引先黄閃光となる菊型花火です。

 40 10号玉 （株）田熊火工
栃 木

ガーベラの花
ガーベラの花をイメージして制作しました。
シンプルながらも味のある大輪の花を咲かせます。

 45 創造  花火
（有）六葉煙火

鹿児島
飛び出せ花火ファミリー
1発の玉から4人家族が飛び出します。
最初にお父さん、2番目にお母さん、3番目にお兄ちゃん、最後に花火ちゃんが出てきます。

 46 創造  花火
髙木煙火（株）
岐 阜

スターフルーツはいかが
スターフルーツ食べた事ありますか。どうしてこんな形のフルーツがあるのでしょう。
黄、黄緑、緑の色違いと形をごらんください。

 47 スター  マイン
（有）若松煙火製造所

宮 城

あじさい物語
あじさいが織りなす色彩に心奪われながら散策をしていると突然の時雨。
雨にぬれたあじさいの花が一段と色鮮やかになる。
そんなあじさいの情景を物語としてお楽しみください。

 48 スター  マイン
三遠煙火（株）
静 岡 

White light
すべての光の色を包括した白色の光は、強力なエネルギーを持ち、純粋・清潔・神聖さなどの効果
をもたらします。今宵は、皆様にこの白色の光を照らし、明日への希望を導き出します。

 32 10号玉 （有）川崎火工服部煙火店
福 島

昇曲導付四重咲桔梗の華
秋に咲く代表的な花、桔梗を題材に、四重咲に咲く花弁をイメージし製作しました。

 33 10号玉 豊橋煙火（株）
愛 知

昇り曲導付復輪四重芯細波錦牡丹
親星はキラキラ星で芯星はパステルカラーも入れ四重芯を製作しました。

 34 創造  花火
（株）ホソヤエンタープライズ

東 京
煙火の彩典!!  市松模様に五彩煌きの雫
2020年 東京オリンピック・パラリンピックのエンブレム「組市松紋」を
この土浦の夜空に土浦流「市松模様」を描きます。お楽しみに！！

 35 創造  花火
（株）マルゴー

山 梨

回れ!! 風車!!
風が吹けば桶屋が儲かる。風が吹けば風車が回る。回れ回れ夜空の風車。
優雅に大きく美しく うまく見せられるかは腕次第？運次第？い～や、やっぱり風次第！
あ～風まかせ、風まかせ～

 41 10号玉 髙城煙火店
千 葉

昇曲導付四重芯変化菊
伝統的な多重芯の花火です。色の変化をご覧ください。

 43 10号玉 （有）伊那火工堀内煙火店
長 野

昇り分砲付四重芯菊先紅緑白閃光
難易度の高い四重芯で制作しました。
配色や芯のバランスを見ていただきたいです。
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 時 間 順番 種目 玉名／花火師コメント 業者名／県名 採点欄

 51 10号玉 金沢煙火工場
茨 城

昇曲導付三重芯錦冠菊
4つの同心円を描く日本伝統花火の保守本流。流れ落ちるような親星（外輪）とそれを引き立たせ
る3つの芯。落ち着いた花火に仕上がっています。特に消え際の寂しさをお楽しみください。

 62 10号玉 三遠煙火（株）
静 岡

昇曲導付四重芯菊先紅光露
大輪の菊型の花火です。大道の紅菊に、四重の芯入りで、夜空に咲かせます。

 52 10号玉 （株）北日本花火興業
秋 田

昇り曲導付三重芯変化菊点滅
三重の芯の入った菊型花火で花弁が明るく点滅します。

 53 10号玉 （株）山﨑煙火製造所
茨 城

昇曲付五重芯銀点滅
五重の芯が入る点滅菊です。クッキリ・スッキリを目指していますが現段階での完成度は...

 54 10号玉 （有）菊屋小幡花火店
群 馬

昇曲導付天竺牡丹
ダリアやアネモネの様な花をイメージして創りました。
特徴は花弁が大きい、ボリューム感のある花です。

 55 創造  花火
（株）佐藤煙火

宮 城
昇曲付八重芯  月が欠けていく
時間差で、月が欠けていく幻想的な世界を表現します。

 56 創造  花火
（株）和火屋
秋 田

昇天銀龍彩写輪丸
何度も色が変化するムービングライトに金色の紙吹雪が飛び出す様をイメージしました。
ステージにいる気分をお楽しみください。

 57 創造  花火
北陸火工（株）
石 川

究極の目玉焼き
卵をパカッと2つに割って、そっと落とす。
油のジューッという音を聞きながら、黄身のまわりが白くなったら出来上がり。
トロッと半熟、究極の目玉焼きが完成です！

 58 スター  マイン
（株）ファイアート神奈川

神奈川
夜空のかわいい小さなお花
小さいサイズの花火を使用してこの夜空に小さくて、かわいいお花の世界を表現致します。

 59 スター  マイン
野村花火工業（株）

茨 城
夜間飛行  ～きらめく星の世界へ～
見上げた夜空に燦然と輝く美しき無数の星たち。
あの空を君と飛べたなら…今夜ならきっと出来るはず、さあ飛び立とう手をつなぎ星空の旅へ。

 60 スター  マイン
高田花火工業
福 岡

ゲーテカラー
鮮やかな色彩、澄んだあかるい色、光で構成した花火です。

 61 10号玉 （有）菅野煙火店
福 島

昇曲付三重芯変化菊
三重の芯が、同心円に描き、全体で四重に咲く伝統の菊型花火です。

 50 10号玉 （有）篠原煙火店
長 野

昇曲導付四重芯菊花の誉
日本の伝統的な割物花火です。芯が四重に入り、全体で五重に見えます。

提供：土浦警察署・土浦地区防犯協会余興広告花火　みんなでつくろう安心のまち

提供：（株）阿部電気設備余興広告花火　気をつけよう 危険がひそむ 慣れた道　

市長あいさつ
大会提供

ワイドスターマイン「土浦花火づくし」
提供： （公社）日本煙火協会茨城地区会・土浦全国花火競技大会実行委員会

19:03
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 時 間 順番 種目 玉名／花火師コメント 業者名／県名 採点欄

 63 10号玉 （株）イケブン
静 岡

昇曲付四重芯変化菊
色鮮やかな四重の芯を持つ尺玉10号四重芯変化菊をお楽しみください。

 64 10号玉 （株）紅屋青木煙火店
長 野

昇り曲付四重芯変化菊
芯が四重に入り全体で五重に出る花火です。

 65 10号玉 （有）赤城煙火店
福 島

昇曲導付三重芯変化菊
芯が三重に入り、親星も合わせると四重になる花火です。

 66 創造  花火
（有）太陽堂田村煙火店

長 野
昇曲付 リレー牡丹
キラキラ芯に、リレー式に色が変化する花火です。

 67 創造  花火
（株）神戸煙火工場

静 岡

今宵は土浦でハロウィンパーティー
アメリカの子供たちも、クリスマスと同じくらい楽しみにしているイベントですが、
一足早く土浦でハロウィンパーティーを楽しみましょう。
色の変化も手間をかけて作りましたが、どのように現れるかな～？

 68 創造  花火
（株）芳賀火工

宮 城

トリプルアクセル
あのフィギュアスケートの大技に挑戦！
きらめく光の周りにカラフルな３回転半の軌跡を描きます。
舞われ、まわれ～トリプルアクセル！！

 69 スター  マイン
（株）マルゴー

山 梨
F3（Fire Floor Fusion）
客席全体を覆いつくす音と光
あらゆる感覚が刺激される異空間へ･･･

 70 スター  マイン
（株）齊木煙火本店

山 梨
新たな門出に花束を
人生には新たに歩み出す機会が幾度かあります。
そんな門出に花束を贈ります。

 71 スター  マイン
（株）田熊火工

栃 木
寄りそえる花火
人と人とが手を取り合い生きて行く。そんな世界をイメージして打ちあげます。
今夜、あなたも誰かと寄りそえますように。

 72 10号玉 筑北火工堀米煙火店
茨 城

昇曲導付三重芯錦先紅光露
三重の芯と外円の親星で計四重の同心円を描きます。
外円の親星は、錦→紅→光露と三色に変化します。

 73 10号玉 （株）小松煙火工業
秋 田

昇銀引五重芯変化菊
芯星が五層、親星との合計が六層の同心円を描く菊型花火です。

 74 10号玉 （株）山内煙火店
山 梨

昇曲導付三重芯菊先光露
芯が三重に入り、全部で四重に出る花火です。

 75 10号玉 （株）齊木煙火本店
山 梨

虹色のグラデーション
稀に太陽の周りに丸い虹が見えることがあります。
そんな素敵な虹を打ち上げます。

 76 10号玉 北陸火工（株）
石 川

昇り曲導付漣大雄芯椰子菊先変化
太く明るい椰子菊の花火が開き、大きく広がったところで方向転換！
花火の中心にあるキラキラにも注目しながら、尺玉ならではの迫力をお楽しみください。

 77 創造  花火
（有）紀州煙火

和歌山
トキメキ・きらめきエンジェルハート♡
ドキドキときめいて、キラキラきらめいて、エンジェルハートが夜空に舞います。

提供：（株）ジョイフル本田余興広告花火
 皆様の暮らしの中の頼れるパートナー

 お役に立ちます　ジョイフル本田

提供：（株）いっしん余興広告花火　にっぽんの介護19:49
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 時 間 順番 種目 玉名／花火師コメント 業者名／県名 採点欄

 80 スター  マイン
（株）山﨑煙火製造所

茨 城
雅、奏でる
雅薫る花街。輝くカンザシや錦模様を纏い、
優雅に華麗に踊る芸妓の扇子が舞う様子をイメージしました。

 81 スター  マイン
（株）和火屋
秋 田

ひまわりの約束
ひまわりを中心とした花火と色彩豊かな花火を組み合わせ、夜空にひまわり庭園を創り出します。

 82 スター  マイン
（株）山内煙火店

山 梨
夢幻の世界
前半は幻想的な世界を表現し、後半は光煌く、
現実にはない夢の世界を花火で思い描きたいと思います。

 83 10号玉 （株）丸玉屋小勝煙火店
東 京

昇曲導付四重芯変化菊
美しい色彩の芯が互いに干渉することなくハーモニーを奏でる様に夜空に開くさまを想像し、
魂を込めて詰めました。

 84 10号玉 （有）片貝煙火工業
新 潟

昇り曲導付八重芯越の彩春香
八重芯を基調としたデザインと色彩にこだわった花火です。

 85 10号玉 （株）小口煙火
長 野

昇り曲付輝灯姫菊
黄金に輝く花弁が大きく開花します。花びらの上で朝露が輝きます。

 86 10号玉 野村花火工業（株）
茨 城

昇り曲導付五重芯変化菊
芯が五重に入り、全体で六重の同心円を描く花火です。

 87 10号玉 アルプス煙火工業（株）
長 野

昇曲導付四重芯変化菊
日本伝統の多重芯花火である四重芯花火を美を求めて制作しました。

 88 創造  花火
田畑煙火（株）
静 岡

ケーキバイキング
ショートケーキ、ロールケーキ、フルーツケーキ、いろいろなケーキを用意しました。
お好きなケーキをどうぞ！

 89 創造  花火
（株）小松煙火工業

秋 田
カメレオンボール
規則的に時間差で発光する様がカメレオンの体色変化に似た現象を表現します。

 90 創造  花火
茨城火工
茨 城

きのこで変化変芯
多彩なきのこ花火変化の瞬間を、よくごらん下さい！！

 91 スター  マイン
加藤煙火（株）
愛 知

The Glitter of Angel
白銀の世界に舞い降りた天使たち。そこには見たこともない美しい光景が広がります。
そんな幻想的な空間にあなたを誘います。

 92 スター  マイン
（株）紅屋青木煙火店

長 野
Rock On!（ロックオン!）
伝説のロックミュージックに合わせ最高に爽快なスターマインを打ち上げます。

 93 スター  マイン
（有）菊屋小幡花火店

群 馬
まだ見ぬ世界をもとめて
まだ見ぬ世界、そこにある物語や情景を表現する方法を追求したいと思います。
僕らも知らない花火の可能性をもとめて、新しい世界へ冒険します。

エンディング花火　7号玉　85発
提供：（公社）日本煙火協会茨城地区会・土浦全国花火競技大会実行委員会

20:29

 78 創造  花火
（株）北日本花火興業

秋 田
ノートルダム大聖堂のステンドグラス
パリ ノートルダム大聖堂の世界一のステンドグラスを土浦の夜空に再現します。

 79 創造  花火
（有）片貝煙火工業

新 潟
越後の金箔蒔絵調華絵巻
夜空に蒔絵をイメージした優雅なデザインを浮かび上がらせます。
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第85回土浦全国花火競技大会
人に、社会に、次の時代に、新しい息吹を吹き込んでいきます

祝

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

日 立 建 機 株 式 会 社

霞ヶ浦遊覧船「ホワイトアイリス号」
レンタルボート・ヨット・カヌー
霞ヶ浦温泉足湯・キャンプ場・BBQ

（株）ラクスマリーナ
Email;info@lacusmarina.com

TEL;029-822-2437    FAX;029-826-2839

茨城旅行センター
〒３００-００３７ 茨城県土浦市桜町１-１６-１２ リーガル土浦ビル６階

営業時間 月～土9：15～17：30　日・祝日9：15～13：30 ※茨城は休業

祝
第85回土浦全国花火競技大会
バスツアー、旅行ならクラブツーリズム！

日帰りから宿泊まで
地元発着コースを多数ご用意

バスツアー、旅行ならクラブツーリズム！
日帰りから宿泊まで

地元発着コースを多数ご用意

茨城　 029（844）5489

東京　 03（5998）2233
埼玉　 048（649）8844
群馬　 027（331）3333
栃木　 028（660）5588
横浜　 045（330）0077
千葉　 043（333）1111

クラブツーリズム バスツアー 検索

田中冷設工業株式会社
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ゴミ・浄化槽の事なら何でも

見
つ
め

てい
ます
…未来の豊かな生活

環
境見

つ
め

てい
ます
…未来の豊かな生活

環
境

KANTO SHOJI GROUP

株式会社

土浦関東商事
代表取締役 長塚 俊宏

土浦関東商事

稲敷郡阿見町よしわら4-1-1
http://www.premiumoutlets.co.jp/ami/

WORLD’S SHOPPING RESORTS

土浦地方卸売市場
100万人の青果物の安定供給を担う！

代表取締役　齋 藤  淳
茨城県土浦市卸町1-10-1　電話  （029）843-0111（代表）

土浦地方卸売市場

土浦大同青果株式会社
安心・安全な野菜・果物をお届けする

代表取締役　坂 本 義 治
茨城県土浦市卸町1丁目10番1号　電話  029（842）-3311（代）

郷土の発展に奉仕する

池田林業株式会社
代表取締役   池田  有孝

本社  茨城県土浦市菅谷町乙1467  TEL 029(831)1441（代）
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ＪＴＢ関東 法人営業茨城南支店
〒305-0032
つくば市竹園2-2-4 第２･ISSEIビル3F
（法人）０２９-８６０-２８７２
（教育）０２９-８６０-２８７１
営業時間:月～金 9:30～17:30
休業日:土･日･祝祭日感動のそばに、いつも。

会     長　川  島  房  宣
副 会 長　小  原  芳  道
副 会 長　塚  原  靖  二
副 会 長　宮  﨑  三  弘
    外　   会  員  一  同

土浦市医師会

土浦鳶職組合

組合員一同
第三　一番組

̶出向く職員 動けるJA̶

JA土浦

土 浦 店 ：
新 治 店 ：
霞ヶ浦店 ：
はすの里 ：
つくば店 ：
花 野 果 ：
稲 吉 店 ：

029-821-4826
029-862-3573
029-897-0682
029-846-7933
029-828-8313
0299-37-7502
029-834-8831

土浦市田中一丁目1番4号
電話 029-822-0534  FAX 029-824-4086

農産物直売所 サンフレッシュ豊富な経験と確かな技術
（創業 昭和2年）

代表取締役  中 澤　 修

本  社  〒300-0045 土浦市文京町1番9号　電話 029-821-0459（代）

吉原電機工業株式会社

市村工務店株式
会社

綜 合 建 設 業

代表取締役　市 村  進

地域へ貢献し続ける企業
（創業明治5年）

本　社　土浦市港町1-10-9
 電  話　029（822）1666㈹
 F A X 　029（822）1688

寿司・日本料理・お弁当

本部　土浦市田中2-11-1
☎029-823-6262

029-821-1112
土浦駅西口  徒歩3分

（インプラントセンター）

3,000本以上の実績

田口高広歯科
郡司建設株式会社

代表取締役  郡 司  直美
本     社   茨城県土浦市右籾字宮塚2775番地3  TEL（029）841-0464  FAX（029）842-4039



ご来場には混雑をさけるため、電車・バス等をご利用ください。
JR常磐線時刻表　土浦駅発　●臨時列車　■特急

上 り 方 面 下 り 方 面

20:05　勝田
20:15■勝田
20:30　日立
20:40■いわき
20:45●水戸
21:00　高萩
21:07■勝田
21:17■いわき

21:21●勝田
21:32　勝田
21:42■いわき
21:48●勝田
21:58　勝田
22:16■高萩
22:34　高萩
22:39■勝田

22:53●勝田
23:05　勝田
23:11■勝田
23:21■勝田
23:39　勝田
23:51■勝田
   0:23　勝田

※上り方面で行き先のない列車は、上野行きです。

20:15
20:24■
20:37
20:50●松戸
20:55■品川
20:59

21:17
21:24■
21:34●我孫子
21:47
21:56■品川
22:00

22:14
22:26■
22:31●我孫子
22:39
22:58●我孫子
23:25　我孫子

関東鉄道バス（高架道路）
土浦駅東口 ⇔ 学園大橋 間

土浦駅東口発　15：00 ～19：00
学園大橋発　　19：00 ～21：15
（片道  大人240円　小人120円）

土浦駅西口発　13：00 ～18：30
（片道  大人190円　小人100円）

●会場行きのバスは19：00発が最終となり、
それ以降は運行いたしません。

※18：30以降は乗車券を発売いたしません。

大会開始直前、終了直後は会場・駅周辺が大変混雑します。雑踏での事故にご注意ください。
また、地震等が発生した場合は、あわてずその場に留まり、主催者や現場の警察官の指示に従
い、落ち着いて行動してください。さらに、懐中電灯などもご用意されることをお勧めします。

編集・発行人／土浦全国花火競技大会実行委員会 〒300-8686  土浦市大和町9-1  TEL. 029-826-1111　　　　  〈定価100円（税込）〉

土浦全国花火競技大会実行委員会 公式サイト  http://www.tsuchiura-hanabi.jp/ ▶

NTT-TP ハローダイヤル （TEL.050-5548-8686） 9/3～10/2   8:00 ～22:00 
花火大会案内・交通規制等

QRコード

有限会社 タイメイコーポレーション

ボランティアによる
大会翌朝の清掃作業

本大会は土浦第一中学校の生徒の皆さんをは
じめ、たくさんのボランティアのご協力と市民
の皆さんのご理解をいただき運営しています。

大会終了後現場付近において、不発玉花火（球状の物･らっきょう形の物）を拾得された方は、市役所または警察
署にすぐにご連絡ください。火をつけたり、たき火の中にいれたりすると危険ですから絶対にしないでください。

打上げ会場については、土浦めぐみ教会や地元農家組合、イオンモール土浦など多数の関係者のご協力をいただいております。　土浦全国花火競技大会実行委員会

IBSラジオキャラバン
第85回 土浦全国花火競技大会

Tsuchiura All Japan Fireworks Competition Coming Soon
AMラジオ：1458・1197kHz   FMラジオ：94.6MHz

（13：00～18：00）

サタデーナイト in HANABI
AMラジオ 1458・1197kHz  FMラジオ 94.6MHz

（18：00～21：00）
大会の実況中継を中心に、パーソナリティーが楽しいトーク
ショーを繰り広げます。さらに、花火の専門家によるみどこ
ろ案内も。これを聞けばあなたも花火通に！！

交通情報や駐車場の空き状況などのご案内と、大会前の会
場の様子をパーソナリティーの軽快なトークでお送りします。

会場付近の天気情報
ウェザーニューズ携帯サイト
http://wni.jp

高速道路交通情報
NEXCO東日本携帯サイト
http://m.driveplaza.com/

花火大会のアンケート
協力：関東情報サービス（株）
アンケートにお答えいただいた方に
抽選で花火グッズをプレゼント！
https://evr.jp/?165

茨城放送（IBS）特別放送のご案内

JRバス
土浦駅西口 ⇒ 田中町

不発煙火の危険防止
についてのお願い

大会会場周辺における
小型無人飛行機（ドローン等）の
飛行は禁止します。

花火鑑賞士による
「花火セミナーin土浦」

日　　時：10月1日（土）14：00と15：00
 （各回とも先着60名）
会　　場：土浦市生涯学習館
 （土浦市文京町9-2 土浦市立図書館1F）
申込方法：事前申込み不要。当日会場までお越しください。


