
令和 3年 11 月 24 日

主催者 キラキラ・アップ実行委員会、砺波市

開催日時・期間

令和３年12月 1０日（金）～12月 25日（土）

○点灯時間 日～木：17時～21時

金・土：17時～22時

※12月 1０日(金)のみ 18時から点灯式

場所

砺波チューリップ公園および周辺施設

○点灯場所 砺波チューリップ公園、チューリップ四季彩館、砺波市文化会館、

砺波市美術館、砺波市観光協会、道の駅砺波、ＪＡとなみ野、

和風会館ふかまつ

行事または

事業の概要

砺波チューリップ公園周辺を約10万球の光で装飾する「チューリップ公

園KIRAKIRAミッション2021」を開催します。

砺波チューリップ公園の通年利用を促進するために、有志がチューリッ

プ公園をライトアップしたことがきっかけで始まった「チューリップ公園

KIRAKIRAミッション」は、今年で１０周年を迎えます。

今年完成した新チューリップタワーと、円形花壇での初イルミネーション

が見どころです。

○期間中のイベント

・「点灯式」 12月１０日（金） 1８時～(チューリップ公園北門付近)

・「キラキラ☆グルメナイト」12月 1１日（土）～2５日（土）

(チューリップ公園内北門付近)

キッチンカー等であたたかい飲食を提供します。（出店日調整中）

・「はやぶさ２延長展示」 12月18日(土) (チューリップ四季彩館)

チューリップ四季彩館の開館時間を21時まで延長します。

・「願いの灯籠」 12月 25日(土)18時～(チューリップ公園内北門付近)

となみ元気道場による体験型イベントです。来場者が願いを込めて作成し

た灯籠を公園内に並べ、フォトスポットを作ります。

特記事項
今年度から事業継続を目的としたクラウドファンディングを実施してお

ります。

問合せ先
キラキラ・アップ実行委員会事務局

電話 0763-33-1111（内線40５）

0763-33-1397（直通）

チューリップ公園 KIRAKIRA ミッション 2021
開催

ポイント箇所 下 線

新規事項 波 線

記者発表資料



「チューリップ公園 KIRAKIRA ミッション 2021」開催概要

１ 開催期間 令和 3年 12 月 10 日（金）～12 月 25 日（土）

※【過去の日程】 平成 24 年(第 1 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 5,000 人来場

平成 25 年(第 2 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 73,000 人来場 8万球

平成 26 年(第 3 回) 11 月 1 日～12 月 25 日(55 日間) 114,000 人来場 10 万球

平成 27 年(第 4 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 85,000 人来場 10 万球

平成 28 年(第 5 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 70,000 人来場 10 万球

平成 29 年(第 6 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 70,000 人来場 10 万球

平成 30 年(第 7 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 80,000 人来場 10 万球

令和元年(第 8 回) 12 月 1 日～12 月 25 日(25 日間) 80,000 人来場 10 万球

令和 2年（第 9 回） 12 月 1 日～12 月 25 日（25 日間） 40,000 人来場 10 万球

２ 開催場所 砺波チューリップ公園及び周辺施設

(砺波市文化会館、チューリップ四季彩館、砺波市美術館、砺波市観光協会、道の駅砺

波、ＪＡとなみ野、和風会館ふかまつ)

３ 点灯時間 日～木 17：00～21：00（12 月 10 日のみ点灯式のため、18 時から 22 時まで）

金・土 17:00～22:00

４ 主 催 砺波市、キラキラ・アップ実行委員会

５ 共 催 砺波市教育委員会、（一社）砺波市観光協会、（公財）砺波市花と緑と文化の財団、砺波商

工会議所、庄川町商工会、となみ野農業協同組合、北陸電力株式会社、砺波市ボランティ

ア連絡協議会、きらめきネットワーク、砺波市造園業組合、となみ青年会議所となみコミュ

ニティクラブ、となみ元気道場、園内ぐるり会

６ 後 援 北日本新聞社、富山新聞社、中日新聞北陸本社、読売新聞北陸支社、毎日新聞富山支

局、朝日新聞富山総局、北日本放送株式会社、富山テレビ放送株式会社、株式会社チュ

ーリップテレビ、ＮＨＫ富山放送局、となみ衛星通信テレビ株式会社、株式会社エフエムと

なみ、富山エフエム放送株式会社

７ 内 容 約 10 万球のイルミネーションを使用し、砺波チューリップ公園やその周辺施設において

光の巨大エリアを演出する。市民の皆さんの協力のもと、工夫を凝らした光の演出によっ

て冬のチューリップ公園内の賑わいを創出し、四季を通じて楽しめるチューリップ公園の利

用意識を醸成する。

今年で第10回を迎えるキラキラミッションのテーマは「願い」とし、その要素を含めたイル

ミネーションや、イベントを行う。注目スポットは、新チューリップタワー、円形花壇（旧タワー



跡地）の初イルミネーションである。新タワーでは 30 分毎に 3 分間音楽に合わせてストロ

ボライトを点灯させる「光のショータワー」や、円形花壇では、「宇宙の星々」をイメージした

演出を行う。さらに、チューリップスカイウォークでは、10 周年記念として立体文字イルミネ

ーション「KIRAKIRA 10th」を設置する。また、来場者を出迎える北門は、今年も砺波商工会

議所青年部が作成した大型イルミネーション「ライジングゲート」を設置するとともに内部に

もイルミネーションを施すことで光り輝く入場門とする。

８ 特別イベント

＜点灯式・オープニング＞ 12 月 10 日（金） 18 時～

・点灯式 ・ぜんざいコーナー

※砺波市文化会館 14 時～ 「Ｎ響のメンバーによる木管５重奏」

＜キラキラ☆グルメナイト＞ 12 月 11 日（土）～12 月 25 日（土） 17 時～

･飲食コーナー （キッチンカー等） ・物販コーナー

＜キラキラ☆スペシャルデイ＞ 12 月 18 日（土） 21 時まで 12 月 25 日（土） 18 時～

・はやぶさ 2延長展示 ・願いの灯籠

９ ボランティア DAY の日程

11月 13 日(土) 樹木等剪定作業（砺波市造園業組合様ご協力）

11 月 21 日(日) 園内全体作業（市民、関係団体ご協力）

午前の部（8時 30 分～11時 30 分）、午後の部（13 時～16 時）

12 月 26 日(日) 園内全体片付け作業（市民、関係団体ご協力）






