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9月 30日（金） 彦根城において、祝・連携！初開催！ 

幕開けを飾る「城あかり神あかりオープニングセレモニー」を開催 
※10月 1日（土）には多賀大社において「神あかり点灯式」ほかを実施 

ともに近江・湖東に位置する

彦根市と多賀町では「光と

アートで発信するブランディ

ング事業 彦根・多賀地域

連携組織委員会」（彦根市、

多賀町、彦根商工会議所、多

賀町商工会ほか官民一体連

携組織。※以降「本委員会」に

略）を立ち上げ、国宝彦根

城と多賀大社を主要会場に

2016年 10月 1日（土）か

ら 2017年 3月 31日（金）

まで「近江国 彦根市＋多

賀町 城あかり神あかり」を

初開催いたします。 

当事業開催に先がけ、9月

30日（金）彦根城において

「城あかり神あかりオープニ

ングセレモニー」を行いま

す。本委員会、各市町代

表、ライティングデザイナー

ほかが集い、開会を盛り上

げます。 

※p.４参照 

★ 本件をご紹介下さいま

すと共に、オープニング

セレモニーにご参加下

さいますようお願い申

し上げます。 

 

 

Press Release 
報道関係者各位 

2016年 9月 23日 

光とアートで発信するブランディング事業 

彦根・多賀地域連携組織委員会 

近江国 彦根市  多賀町 

城あかり神あかり 
彦根市と多賀町が誇る歴史遺産を活かし、 

光とアートで新たな魅力を発信する LIGHT＆ART FESTIVAL初開催！ 

開催期間：2016年 10月 1日（土） ～ 2017年 3月 31日（金） 

BBOY TAISUKE in 彦根城＆多賀大社／本事業のコンセプト「Dramatic Legacy

～歴史遺産で発信するものがたり」を“和洋今昔パフォーマンス”で表現！ 
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   開 催 概 要    

名 

称 

近江国 彦根市  多賀町 城あかり神あかり 
彦根市と多賀町が誇る歴史遺産を活かし、光とアートで新たな魅力を発信する LIGHT＆ART FESTIVAL 

期 

間 

2016年 10月 1日（土）から 2017年 3月 31日（金）まで約 6 ヵ月間に渡って開催 

※ 実施日時は各種プログラムによって異なります。詳細は以下公式 Web参照 

※ 雨天の場合、イベントが中止になる場合もあります。最新情報、詳細、中止等は公式 Webでお知らせします 

※ 9 月 30 日（金）彦根城において「城あかり神あかりオープニングセレモニー」を開催。10 月 1 日（土）には多賀

大社において「神あかり点灯式」ほかを行います。詳細は p.4に記載 

趣 

旨 

「内閣府地方創生推進室」によって採択された「地方創生加速化交付金事業」（※）のひとつ。ともに近江・

湖東に位置する彦根市と多賀町が連携し、各市町が誇る歴史遺産（歴史的建造物、伝統芸能・文化な

ど）を活かした“光とアート”イベントを行い、新しい付加価値創造、地域住民の誇りづくり（人口減歯止

め）、地域経済活性化（しごと創生）を目指します。 

※ 内閣府は一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として「希望を生み出す強い経済」の実現と、「子育て支

援」や「安心につながる社会保障」も含め「新・三本の矢」の取組に貢献するため、地方創生加速化交付金を創

設。交付金には全国各地自治体が応募。申請事業数 2,744件のうち交付対象事業数 1,926件が採択された。 

ポ
イ
ン
ト 

 彦根市と多賀町が連携し、初開催する LIGHT & ART FESTIVAL。「Dramatic Legacy～歴史遺産で発

信するものがたり」をコンセプトに彦根城や多賀大社ほか各市町が誇る歴史遺産の新しい魅力にふれ

ていただけるライトアップイベント、及び、文化イベントを展開します。 

 彦根城を主要舞台とした「城あかり」では「ONE and ONLY 唯一無二の GREAT CASTLE」を表現。多

賀大社を主要舞台とした「神あかり」では「心洗われる神秘的なあかり演出」をお届けします。 

 各「あかり」の中でお楽しみいただける、和と洋、伝統性と現代性を融合させた“和洋今昔”クロスオー

バーコンサートやパフォーマンス、ワークショップをご用意しています。 

 2017 年開催の「国宝・彦根城築城 410 年祭」プレイベントとして位置付け、本事業の賑わいを来年へつ

なげていきたいと考えています。 

概
要 

彦根市ライトアップ～城あかり 
 場所：彦根城～中堀 

 期間／時間：2016年 10月 1日（土）～12月 31日（土）／日没～22:00 

彦根城は 21:00 まで。内堀～中堀のみ 22:00 までの予定 

※このほか 「ヒカリリサイクル・ライティングコンテスト」の開催検討（※未定） 

彦根城では、夜の白壁や石垣を、未だかつて

ない規模とクオリティの美しいライトの数々がド

ラマティックに彩ります。いろは松から望む佐

和口多聞櫓や、表門や黒門・京橋などが暗闇

に見事に映えて、見応えのある和の芸術的オ

ブジェに様変わりします。夜の彦根城の新たな

魅力がこの秋、誕生いたします。どうぞお楽し

みに！ 

ライティングデザイナー 

「内原智史デザイン事務所」 

所長・内原智史氏 （※右写真） 

光による空間プロデュースをはじめ、照明器具から都市景観照明のデザインを手がけ

る。2007年「国宝・彦根城築城 400年祭」のライトアップアドバイザー。近年の主な作品

は「六本木ヒルズアリーナ」「東京国際空港羽田第２ターミナル」「表参道ヒルズ」（いず

れも東京）、「平等院」「清水寺」（いずれも京都）ほか多数。 

http://www.ucld.co.jp/ 

▲画像はイメージ 

http://www.ucld.co.jp/


 3 / 5 

概
要 

多賀町ライトアップ～神あかり 
 場所：多賀大社、絵馬通り、胡宮神社、大瀧神社、高源寺 

 期間：2016年 10月 1日（土）～11月 30日（水） 日没～21:00 

 Special Day:2016年 11月 11日（金）～13日（日） 日没～22:00 

※Special Day 期間中のみ、 LEDサーチライトを使った「音と光のショー」（※以下画像イメージ）

を実施。及び、多賀町内ライトアップ会場巡回

バスを運行予定 

多賀大社では心洗われる神秘的なあかり演出

をお送りします。10 月 21 日（金）より地域住民・

子ども達が手作りした「祈りの石ころあかり」を敷

き詰め、光のヒーリング空間「祈りの庭」を創造。

胡宮神社・高源寺ではモミジのライトアップ、大

瀧神社では水の森ブルーライトアップなど、多

賀町の魅力をあかりで巡ることができます。 

ライティングデザイナー 

「（株）LEM空間工房」  

代表取締役・長町志穂氏 （※右写真） 

都市計画・ランドスケープ・建築の照明計画、あかりによるまちづくりや光のパブリック

アートまで、多様な照明デザインを実践。京都造形芸術大学客員教授、グッドデザイン

賞審査員。近年の主な作品は「堂島大橋（大阪）」「フラワーロード照明改修・光のミュ

ージアム（神戸）」「六甲アイランドリバーモール（神戸）」「御堂筋イルミネーション（大

阪）」「INAKAイルミおおなん（島根）」など。受賞多数。 

http://www.lem-design.com/ 

彦根市、多賀町～“和洋今昔”クロスオーバーコンサートほか文化イベント 
歴史遺産を活かした特設ステージにおいて国内外で活躍する和楽器ユニットを中心としたアーティスト

たちが他所では味わえないアーティスティックな一夜をお送りします。 

 和楽器だけで構成された 8人のユニット 

AUN-J CLASSIC ORCHESTRA 

2016年 10月 6日（木）19:00～20:30 

内容：和楽器ワークショップ 

会場：多賀大社 能舞台〈無料／要申込〉 

※小雨決行、荒天中止 

2016年 10月 7日（金）19:00～21:00 

内容：コンサート 

前売 3,000円・当日 3,500円（中学生以上） 

会場：金亀公園（多目的競技場） 

 女性和楽器グループ NADESHIKO J ENSEMBLE 

2016年 10月 14日（金）19:00～21:00 

内容：コンサート 前売 2,000円・当日 2,500円（中学生以上） 会場：玄宮園 ※雨天中止 

2016年 10月 15日（金）19:00～20:30 

内容：「近江猿楽多賀座」との和楽器ワークショップ 会場：多賀大社 能舞台（無料／要申込） 

※小雨決行、荒天中止 

ほか俳優・佐野史郎とギタリスト・山本恭司による朗読パフォーマンス等々各種プログラムをご用意して

います。 

※ 以上、及び、ほか各種プログラムの詳細は公式 Webをご参照下さい 

▲画像はイメージ。LEDサーチライトを使った「音と光

のショー」は Special Dayのみ（11/11～13） 

 

AUN-J CLASSIC ORCHESTRA 

 

 

http://www.lem-design.com/
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2016年 9月 30日（金）＠彦根城/表門橋付近 

受付 16:30～／プレス向け説明会 17:05～／セレモニー17:30～ ※荒天中止 

★参加お申し込みは【参加申込書】（p.5）をご利用下さい。お問い合わせは【本件に関するお問い合わせ】まで 

本委員会代表、彦根市長、多賀町長、及び、彦根城「城あかり」を手がけたライティングデザイナー内原智史氏、

多賀大社「神あかり」を手がけたライティングデザイナー長町志穂氏による開会挨拶の後、「城あかり点灯式」を実

施。ひこにゃんも参加します。 

内原氏、長町氏がそれぞれのあかりに込めた思いを語るプレゼンテーションや、「井伊亮子＆まつうらようこミニコ

ンサート」も企画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 10月 1日（土）には多賀大社において 

「神あかり点灯式」ほかを実施します。 

17:30～ ※荒天中止 

ライティングデザイナー・長町志穂氏が神あかりに込めた思いを語るプ

レゼンテーションをはじめ、近江猿楽発祥の地、多賀で活動する「近江

猿楽多賀座」による演舞披露や、甘酒のふるまいも行います。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

本件の詳細、このほか各種イベントプログラムについては公式Webで順次公開していきます。 

http://dramatic.oh-mi.org/ 

 
 
 
 

主
要
会
場 

 国宝彦根城域・文化遺産群 ほか 

 彦根城   http://www.hikoneshi.com/jp/castle/ 

 多賀大社・門前町家群（絵馬通り） ほか 

 多賀大社 http://www.tagataisya.or.jp/ 

※ 会場は各種イベントプログラムに

よって異なります。 

詳細は公式 Webをご参照下さい 

公式 

Web http://dramatic.oh-mi.org/ 

主催 光とアートで発信するブランディング事業 彦根・多賀地域連携組織委員会 

 参考：彦根市、多賀町については以下、各市町オフィシャルサイト、観光協会サイトをご参照下さい 

彦根市 http://www.city.hikone.shiga.jp/  彦根観光協会 http://www.hikoneshi.com/jp/ 

多賀町役場 http://www.town.taga.lg.jp/  多賀観光協会 http://www.taga-kankou.com/ 

【本件に関するお問い合わせ】 ※ 随時取材受付、多数写真素材をご用意しています。 

光とアートで発信するブランディング事業 彦根・多賀地域連携組織委員会（「彦根商工会議所」内） 

電話：0749-22-4551（代） Email：info@oh-mi.org 

近江国・彦根市＋多賀町 祝・連携！初開催！幕開けを飾る 

「城あかり神あかりオープニングセレモニー」のご案内 

内原智史氏 長町志穂氏 

写真左：井伊家直系の子孫でありフルー

ト・篠笛奏者でもある井伊亮子氏 

写真右：滋賀を中心に活躍するシンガー

ソングライターまつうらようこ氏 

 

近江猿楽多賀座 

 

http://dramatic.oh-mi.org/
http://www.hikoneshi.com/jp/castle/
http://www.tagataisya.or.jp/
http://dramatic.oh-mi.org/
http://www.city.hikone.shiga.jp/
http://www.hikoneshi.com/jp/
http://www.town.taga.lg.jp/
http://www.taga-kankou.com/
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城あかり神あかりオープニングセレモニー 
参加申込書 

FAX:075-353-7563 Email：teranishi@shinsousha.jp 

（広報・PR担当：新創社[寺西 宛]） 

2016年 9月 30日（金）＠彦根城/表門橋付近 

受付 16:30～／プレス向け説明会 17：05～／セレモニー17:30～ ※荒天中止 

御芳名： 合計人数       人 

貴媒体名： 

貴社名： 

電話番号： 

携帯電話番号： 

メールアドレス： 

カメラ：    □ 無し   □ ムービー（   台）   □ スチール（   台） 

駐車場：   □ 無し   □ 必要（1台） ※二の丸駐車場をご利用下さい 

オフィシャル素材：   写真 ／ □ 希望ムービー ／ □ 希望 

ご連絡事項： 

【受付締切】 9月 28日（水） 17：00 

※以上、個人情報は当イベントに関する取材のご連絡のみに使用します。 

※メディア様用駐車スペースに限りがあります。 

当「参加申込書」をご提出いただいた媒体様に駐車場をご案内させていただきます。 

 
【本件に関するお問い合わせ】 

光とアートで発信するブランディング事業 彦根・多賀地域連携組織委員会（「彦根商工会議所」内） 

電話：0749-22-4551（代） 

mailto:teranishi@shinsousha.jp

