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天神のクリスマスへ行こう2019 

NEWS RELEASE 

警固公園『 TENJIN HIKARI SQUARE 』 
オープニングセレモニー 

「Light Magic Show」初開催！ 

                         

2019年11月15日 

VOL.2 

 いよいよ11月22日（金）より、「天神のクリスマスへ行こう2019」のメイン会場の１つ、 

TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）がオープンします！ 

 天神のクリスマスカラー、気品あふれるシャンパンゴールドを基調としたイルミネーションを随

所に配置するほか、「駅」をモチーフにしたセンターオブジェ「TENJIN CRYSTAL STATION」 

が輝きを増して登場します。今年は、クリスマスＢＧＭに合わせて、イルミネーションやムービン

グライトが多彩な光を彩るイルミネーションショー「Light Magic Show」を開催！ 

 11月22日のオープニングセレモニーでは、音楽と光の演出「Light Magic Show」のお披露目の

他、人気ゴスペルチーム「THE SOULMATICS」の皆さんと、福岡スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校（FSM）の学生の皆さんのアンサンブルでスペシャルライブを開催します。 

【タイトル】 
 

【 日 程 】 
【 場 所 】 

 
【プログラム】 

 
 
 
 
 

公園全体が魔法の光に包まれる！ 

TENJIN HIKARI SQUARE オープニングセレモニー 
 
2019年11月22日（金） 17:55～18:25 
警固公園内：クリスタルステーション正面前 
   
17:55～ オープニングセレモニースタート 
17:59～ 点灯カウントダウン 
18:00～ 音楽と光の演出「Light Magic Show」（5分程度） 
18:05～ THE SOULMATICS with FSMゴスペルアンサンブル ライブ（3曲） 
18:20～ イルミネーション列車始発運行スタート 
18:25  オープニングセレモニー 終了 

※雨天時は上記内容が変更となる場合がございます。 
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『Light Magic Show』 
毎日18:00～30分毎に開催（22:00終了） 

七色の光が彩る音楽と光の演出 

 今年3年目となるTENJIN HIKARI SQUAREのシンボル「TENJIN CRYSTAL STATION」が、 

さらに輝きを増して再登場します！今年は、「TENJIN CRYSTAL STATION」のシンボル、高さ

7.2mに設置されたクリスタルが色彩豊かに光り輝きます。また、新設するムービングライトに 

より、公園全体にクリスマスムードいっぱいの楽しい絵柄を投影する他、クリスマスＢＧＭに 

合わせて、シャンパンゴールドのイルミネーションが点滅したりと、公園全体で体感して頂く 

イルミネーションショーを開催します。 

 いつもの警固公園とは一味違う、音楽と光に溢れた素敵な時間を是非お過ごしください。 

                         

【タイトル】 
 

【 日 程 】 
【 場 所 】 

 
【 時 間 】 

 
 
 
 
 

Light Magic Show 
 
2019年11月22日（金）～2020年1月6日（月） 
TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園） 
 
18:00～30分毎に5分程度（22:00終了） 
 
①18:00～ ②18:30～ ③19:00～ ④19:30～ ⑤20:00～ 
⑥20:30～ ⑦21:00～ ⑧21:30～ ⑨22:00～ 全9回開催 

イメージ 
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【タイトル】 
【 場  所 】 
【 日  程 】 
【 出 演 者 】 

 
 

【 楽  曲 】 
（予定） 

THE SOULMATICS with FSM ゴスペルアンサンブル スペシャルライブ 
警固公園内：クリスタルステーション正面前 
2019年11月22日（金） 18:05～18:20 （約15分間） 
約40名：THE SOULMATICS 
    ：福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（FSM）の皆さん 
 
①Joyful, Joyful（映画「天使にラブ・ソングを…」より） 
②A whole new world（ディズニー映画「アラジン」より） 
③Happy day（THE SOULMATICSオリジナル） 
 

※天候等により変更となる場合がございます。 

観覧 
無料 

『THE SOULMATICS 』 
ゴスペルライブ 

聖なる光に包まれて 

                         

【タイトル】 
【 場  所 】 
【 日  程 】 
【 出 演 者 】 
【 楽  曲 】 

THE SOULMATICS ゴスペルＸマス ライブ 
警固公園内：クリスタルステーション後方 
2019年12月24日（火）①19:00  ②20:00（約15分間） 
THE SOULMATICS 
未定 

※天候等により変更となる場合がございます。 

オープニングセレモニー 

クリスマスライブ 

 現代ゴスペル300曲以上をレパートリーに持ち、国内外か
ら”奇跡の声“と評される日本を代表するゴスペルグループ。
その幅広い音域や声、バークリー音楽大学、語学留学、海外
研修等で培ってきた経験と知識により、ジャネット・ジャク
ソン来日公演の参加やミュージカル出演、メジャーアーティ
ストとの共演など、プロの第一線の現場から、全国の小中高
等学校・特別支援学校での年間60本を越える芸術鑑賞会、老
人福祉施設への社会貢献活動まで、各方面で確かな実績を残
している。 
 また、ディレクター池松信の教育メソッドを用いて、専門
学校やヴォーカルスクール、プロダクションへの講師派遣、
K-POPやJ-POPアーティストのレコーディングディレクショ
ン（歌唱指導）を行っている。 

観覧 
無料 
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TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）や、TENJIN Christmas 

Market（福岡市役所西側ふれあい広場）の両会場を始め、各商業

施設のイルミネーションやクリスマス装飾で、一年でもっとも光

輝く天神を撮影して、インスタグラムに投稿していただいた方の

中から抽選で、素敵なクリスマスプレゼントを差し上げます！    

【募集期間】 2019年12月1日（日）～12月25日（水） 

【応募条件】 インスタグラムで天神のクリスマスに関する写真に 

       下記のハッシュタグをつけて投稿してください。 

 

 

【賞  品】 天神の各商業施設からのクリスマスプレゼント 

       ※各商業施設からのクリスマスプレゼントは、下記特設WEBページ参照 

【備  考】 応募についての詳細は天神のクリスマスへ行こう2019のHPをご覧ください。 

       特設WEBページ（https://tenjinsite.jp/xmas） 

       ※当選の発表は賞品の発送を持って代えさせていただきます。 
       ※何が当たるかはお選びいただけません。 

                         

NEW 

＃天クリ 

九州産業大学芸術学部 

『幸せに空を飛ぶクリスマスの日』 
フォトスポット登場！ 

「＃天クリ」投稿でXマスプレゼントをゲット！ 

『インスタグラムキャンペーン』 

◇制作 
 九州産業大学芸術学部 
 ビジュアルデザイン学科、生活環境デザイン学科の学生による合作。 
◇タイトル 
「幸せに空を飛ぶクリスマスの日」 
 クリスマスの日には家族、友だち、恋人たちとたくさんのプレゼントを 
 交換する。その時、喜ぶ気持ちは空を飛ぶようになるでしょう。 
 お互いにあいあい傘とともに幸せになってほしい。一緒に飛びませんか？ 

NEW 

「SNS映え」するフォト 
スポットがいっぱい！ 
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天神のクリスマスへ行こう2019 
概要 

                         

【タイトル】 天神のクリスマスへ行こう2019 
【期      間】 2019年11月1日（金）～2020年1月6日（月）※内容によって日程が異なります。 

【場      所】 天神地区の商業施設・街路樹、警固公園、福岡市役所西側ふれあい広場 
【内      容】１．街路樹イルミネーション 
         2019年11月1日（金）～2020年1月6日（月） 67日間 
      ２．警固公園「TENJIN HIKARI SQUARE」 
                        2019年11月22日（金）～2020年1月6日（月） 46日間 
        ① TENJIN CRYSTAL STATION 
        ② 音楽と光の演出「Light Magic Show」 
        ③イルミネーション列車 など 
      ３．福岡市役所西側ふれあい広場「TENJIN Christmas Market」 
        2019年11月28日（木）～12月25日（水） 28日間 
【共   催】We Love 天神協議会・福岡市 


