
2016年11月26日（土）27日（日）会場：熊本県 天草市 大矢崎緑地公園

2016年11月7日

あまくさン・サンタ推進協議会

“サンタクロースの聖地・天草”では、サンタの聖地にふさわしい地域づくりをめざして、今年よりみんながサンタになって参加し楽しめ
るクリスマスイベントを実施して参ります。コンセプトはみんながサンタクロース。サンタカラーである”赤”を身につけてイベントにご来場
いただき、みんながサンタクロースになって天草ならではのクリスマスを楽しんでいきます。

クリスマス気分を楽しむ数々の音楽ライブやアトラクションの数々♪
アカペラの歌声を中心に、クリスマス・ホリディにふさわしい音楽アーティストが多数集結。クリスマス気分を楽しむための様々なライブ
が目白押し。また次世代のサンタクロースを創出するための『あまくさンサンタクロース チャレンジ！』を実施。子どもから大人まで参加
でき、サンタクロースにちなんだゲームやクリスマス・天草の歴史などに関するクイズなどを行いサンタの聖地・天草にふさわしいサンタ
クロースを選びます。更にファッションコンテストとして会場内でもっとも天草のサンタクロースにふさわしいベストドレッサーの表彰も行
い、”日本一クリスマスが楽しめる場所”を目指して天草らしいクリスマスの楽しみ方を展開していきます。

熊本地震からの復興祈願♪
更に、今年は熊本地震からの復興祈願スペシャルと題して、経済産業省の特別協力を頂き
9月に実施予定としていたワン九州フェスが復活『嵐からの応援メッセージ動画とともに歌う、
1万人による嵐の「ふるさと」大合唱』や『熊本県内最大級 1.2万発の花火』更に『佐藤竹善復興クリスマススペシャルライブ』九州内から
約80店舗が集まる『熊本地震復興クリスマス・マーケット』 を実施致します。

抜群の歌唱力で表現豊かにクリスマスを彩る

佐藤竹善 〜復興 クリスマス スペシャル ライブ〜
SING LIKE TALKINGのボーカルとして活躍されている佐藤竹善さんによる復興を祈願したクリスマススペシャルライブ。
類を見ない透明感溢れる歌唱力は多くのファンを魅了し続けています。
この日復興を祈願した新曲 ”明日へ for Kumamoto Ver.”もお披露目いたします。

その他、九州内80店舗の“おいしいもの”が揃う復興クリスマスマーケットや音楽ライブも目白押し。
サンタになりきって会場へお越しください。

こ の 冬 サ ン タ に な っ て 天 草 で 唄 お う ！ 楽 し も う ！

AMAKUSA Singing Xmas♪
〜 熊 本 地 震 復 興 祈 願 ス ペ シ ャ ル 〜

PRESS RELEASE

主催：あまくさン・サンタ推進協議会 特別協力：経済産業省 観光庁 ワン九州フェス実行委員会

【お問合せ】あまくさン・サンタ推進協議会 事務局：天草市観光振興課 電話0969-32-6787／（一社）天草宝島観光協会 電話0969-22-2243
http://www.t-island.jp/santa/

Topic 1

あなたもサンタクロースになっちゃおう！優勝賞金30万旅行券や賞品も盛りだくさん

あまくさン・サンタクロースチャレンジ！
サンタクロースの聖地・天草では次世代のサンタクロースを育成するため「あまくさン・サンタクロース チャレンジ! 」を実施。
本アトラクションでは、中学生以上を対象とした『サンタ№１チャレンジ』小学生以下は『キッズサンタチャレンジ』を実施。
それぞれサンタクロースにちなんだゲームやクリスマス・天草の歴史などに関するクイズなどを行い、
サンタクロースの聖地・天草にふさわしいサンタを選定します。またファッションコンテストとして
会場内でもっとも天草のサンタクロースにふさわしいベストドレッサーも表彰致します。

Topic 2

Topic 3

※実施プログラムの内容は変更になる場合がございます。更新内容は随時HPで告知していきます。予めご了承ください。

みんなで唄おう！みんなで祈願しよう！

『嵐の”ふるさと”1万人の大合唱』＆『復興夢 花火』
嵐からの応援メッセージ動画とともに1万人で大合唱する「ふるさと」作家・小山薫堂氏が故郷を想い書いた嵐の楽曲
「ふるさと」を、熊本地震で被災された地域の子どもたちや熊本県内外からの来場者総勢1万人で大合唱します。
この1万人の合唱を復興の狼煙として、九州の未来への力強い一歩を、合唱を通して世界に発信していきます。
当日は、嵐からの応援メッセージ動画を会場で限定公開し、動画内の嵐とともに会場の1万人が一つになって
「ふるさと」を大合唱します。その後、復興を祈願して県下最大規模1.2万発の花火を打ち上げます。
※嵐は動画による出演のため、当日の来場はありません。

熊本県下最大級1.2万発

先着1万名限定
サンタカラーの赤を身につけて
ご来場頂いた方にはペンライト
を進呈します。午後より配布し
ます。



＜イベント概要＞

あまくさン・サンタクロースフェスティバル 2016

AMAKUSA Singing Xmas♪ 〜熊本地震復興スペシャル〜

主催：あまくさン・サンタ推進協議会

特別協力：経済産業省 観光庁 ワン九州フェス実行委員会

１．実施日時

平成28年11月26日（土）・27日（日）

２．実施場所・会場

大矢崎緑地公園： イベント会場 （天草市 本渡町 広瀬）

３．集客目標数

約20,000人（大矢崎緑地公園内）

４．イベント内容

26日（土）11：00〜21：00

・復興クリスマスマーケット

・第六回九州アカペラコンサートinあまくさ 2017 最終選考会

・千人 キャンドル2016 ＆ イルミネーション点灯式

・あまくさン 音楽フェス♪

 （ゲスト１）宮崎幸子

 （ゲスト２）宮崎勝央

 （ゲスト３） MICA

 （ゲスト４）天草吹奏楽団

27日（日）10：00〜21:30

・復興クリスマスマーケット

・クリスマス ツリーコンテスト

・あまくさン・サンタクロース チャレンジ!

 キッズサンタ チャレンジ（こども部門）

 サンタNo.1 チャレンジ（おとな部門）

 サンタファッションコンテスト

・FMK公開収録イベント “AMAKUSA Singing Xmas♪ ”

 メインDJ ：ルーシー・ケント

 ライブゲスト：サンドクロック

・ワン九州フェスPresents ＜〜熊本地震復興祈願クリスマススペシャルイベント〜 16:30〜21:30＞

 復興 クリスマス スペシャルライブ 〜佐藤竹善 〜

 嵐の”ふるさと” 1万人の大合唱（嵐の特別応援メッセージ動画）

 復興 夢 花火

ルーシー・ケント

宮崎幸子 宮崎勝央 MICA 天草吹奏楽団

サンタNo.1 チャレンジ

（おとな部門）

キッズサンタ チャレンジ
（こども部門）

サンタファッション

コンテスト

佐藤竹善

県下最大規級 約1.2万発の復興夢花火

※実施プログラムの内容は変更になる場合がございます。更新内容は随時HPで告知していきます。予めご了承ください。

イルミネーションの数々

復興クリスマスマーケット

ワン九州フェスとは
本年4月に発生した熊本地震を受けて経済産業省が主催してい
た熊本を中心とした復興祈願チャリティイベント。本年9月に
実施予定でありましたが、台風16号による悪天候のため中止
となっておりました。この度天草市との連携のもと本フェスの
企画を復活するはこびとなりました。
http://www.onekyushufes.com



この冬の天草はおもしろい！

あまくさン・サンタクロースフェスティバル2016（2016/11/26~2017/3/5）

サンタクロースの聖地・天草は、
今年度から“日本一クリスマスが楽しめる場所を目ざして”をコンセプトに、

『あまくさン・サンタクロースフェスティバル』を11月末〜3月初旬まで展開していきます。

AMAKUSA Xmas Go Round

2016年12月の土・日

天草各地の魅力を巡る周遊イベント。
天草島内をバスで巡りながら、各地域の
おいしいものやグッズづくり体験などを
楽しむことができます。

＜コース＞

牛深・河浦コース12月3日(土) 4日(日)

五和・苓北コース12月10日(土) 11日(日)

御所浦・新和コース12月17日(土) 18日(日)

AMAKUSA Singing Xmas♪

2016年11/26（土）27（日）

メインテーマは、クリスマスには欠か
せない“音楽”。アカペラの歌声を中心
に、クリスマスホリデイらしい音楽
アーティストが天草に集結。日本で１
番クリスマスを過ごしたいまちを目ざ
してクリスマス音楽祭をつくり上げて
いきます。両日とも、サンタクロース、
クリスマス商品、天草の特産品などを
販売するマーケットや夜を彩るイルミ
ネーションも同時開催。ラストは地震
からの復興を願って１万２千発の花火
で締めくくります。

＜会場＞
大矢崎緑地公園（天草市本渡町広瀬）

第6回九州アカペラコンサートinあまくさ2017

2017年3月5日

九州最大級のアカペライベント。
予選を勝ち抜いた九州の大学生
や社会人など14のグループが
自慢の歌声を披露します。

＜会場＞
天草市民センター

2016年11月下旬〜1月中旬

冬の天草を光と音で彩る市内5ヵ所で
イルミネーションやライトアップなど
行います。

＜会場市内 5カ所＞

本渡 天草市役所裏プロムナードなど

牛深 牛深町中央商店街

御所浦 御所浦しおさい館前公園

天草 大江教会一帯

河浦 﨑津教会一帯

あまくさロマンティックファンタジー2016

今年６月７日、天草市主催の特別講演会が開かれ、天草市のプロデュースアドバイザーを務

めている小山薫堂氏が、“あまくさン”という言葉を提唱されました。“あまくさン”とは、天

草の人たちの心をひとつにするための言葉、天草の魅力のすべてを包み込み、天草の人たち

にも共感を生む言葉のリボンとされています。天草市が100周年を迎える2106年の天草の人

たちに、「天草に生まれて良かった」「いつから天草は、こんなに魅力的な場所になったん

だろう。熊本地震のあった2016年ごろから天草は素敵になったよね」と言っていただけるよ

うに、2016年から新しいさまざまなことに挑戦する。この新しいことに恐れずに挑戦するこ

とを“あまくさン”と呼び、自分たちのそのチャレンジを、“あまくさン精神”“あまくさンスピ

リット”として実施をしていこう、と呼びかけられました。本協議会では、サンタクロースの

聖地・天草の取り組みにつきましても、“あまくさン”の一つとして、さまざまな新しいこと

に挑戦していくこととしています。なお、これにあわせて、協議会の名称も「サンタクロー

スの聖地・天草推進協議会」から『あまくさン・サンタ推進協議会』に変更しました。

推進母体：あまくさン・サンタ推進協議会

サンタ仕様の周遊バスが走ります。


