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医療従事者の皆様に感謝と敬意を込めて
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花火大好き!デビット烏丸の

野村花火の楽しみ方!
　はい、デビット烏丸です。

　野村花火さんの作品は、一言で言って『品の良さ』が際立って

います。火薬を作るところから完成して打ち上げるまでの作業

工程において、すべてのバランスが良いんだと思います。

　おそらく花火づくりにおいて、目立つ部分を出さずトータルバ

ランスで勝負されているからこそ、どんな作品を作られても『品

が良く』『味わい深い』作品が生まれているのだと思います。

　そんな中でも特に色合いと輝くタイミングが素敵で、独得の

風味の野村カラーを作り出しています。バランスが大事なんで

す。長い年月をかけて生み出されてきた野村バランス、調和のと

れた何とも言えない美しい野村カラー、この『品の良さ』こそが

野村花火さんの個性と言えるでしょう。

　私は花火をよく手ごねハンバーグに例えて説明しています。花

火も手ごねハンバーグも『手作業』で作るので、材料が同じで

あったとしても全く同じものは作れません。10 0人が作ったら

100種類のハンバーグができます。

　また、同じ人が作っても二度と同じようには作れません。手作

りだからこそ生まれる微妙な差が生まれるのです。さらに、作り

手は料理も花火も向上心が生まれます。前回より良いものを、と

思うのです。

　だから今日見る花火は今まで見た花火と必ず一味違います。そ

して、今後見る花火は今日見る花火と必ず一味違います。その一

味違うところを探しながら花火を味わっていただければ、同じ花

火を見てもさらに楽しめると思います。そんな手作りの花火にい

て、野村花火さんの作品は、印象が悪くなる味がいつも非常に少

ないのです。雑味が非常に少ないんです。品の良い味を出される

ので、また味わいたくなるんですね。幸せのループに入り込んで

しまう特別なレストランなのですね。あぁ幸せ。

　花火は一瞬で消えてしまいます。だからこそ、『品が良くて』

『また味わいたくなる』野村花火さんの作品を、じっくりと味わっ

てくださいね。今日しか味わえない輝きがある。

　デビット烏丸でした。

名古屋港の夜空に花開く光の芸術
　こんばんは、花火師の野村です。今宵は、皆様方に夢と感動を

お届けするため名港水上芸術花火2020では、技術の粋を尽くし

た、そして趣向を凝らした芸術的な作品を打ち上げます。名古屋

港の夜空に花開く光の芸術、どうぞお楽しみくださいませ。それ

では、作品のご紹介をさせて頂きます。

　【五重芯変化菊】内閣総理大臣賞が授与される大曲・土浦、二

つの全国競技大会で優勝した作品です。中心から同心円状

に六つの円を同時に描きます。日本で初めて成功させた花火で

　  野村花火コレクション
名港水上芸術花火5周年記念大会特別プログラム「内閣総理大臣賞」を過去最多19回受賞

　全国花火競技会で「内閣総理大臣賞」を過去最多19回受賞

し、日本花火界 レジェンドと呼ばれる「野村花火工業」を迎え

「尺玉花火」を打上げる、「野村花火コレクション」を第１部とし

て開催いたします。尺玉、直径約30 cm (１尺)  花火玉で、花火の

中で一番綺麗に開花する花火と言われています。優れた尺玉は

その美しさ・表現性から「芸術玉」と呼ばれています。

　今回贅沢に、野村花火工業の数ある名作から厳選した尺玉を

解説と共に打上げます。日本花火の真髄をお楽しみ下さい。

五重芯変化菊

幻想イルミネーション 新緑の躍動

紫千輪 黄金点滅芯錦冠八方菊
Ph o t og rap h e r  :  Yu h e i  Ueda

第一部
【19:00~】 

最も難しい技術が必要とされます。

　【幻想イルミネーション】大輪の菊の中を光が自由に動き回る

独創的なオリジナリティ溢れる花火です。サプライズと評価さ

れ絶賛された作品です。

　【新緑の躍動】花火が開いた瞬間に、緑の光が波動となり連続

的に外側に向かって伝わっていきます。目も眩い程の光の連鎖

反応です。まったく新しい独創的でオリジナルな新作花火です。

　【紫千輪】花火が開いた後に一瞬の静寂があり、3秒後に一斉

に紫色を中心とした小菊が開化します。日本の伝統的な花火の

一つです。まるで宇宙に広がる一つ一つの銀河のようです。

　【黄金点滅芯錦冠八方菊】中心に黄金色に染まる星が点滅し、

それと同時に錦色に引く星が八方に飛び散るおしゃれな花火で

す。

　どうぞご覧ください。

私が
デビット烏丸
です!!

花火は手ごねハンバーグ？



　  GREAT SKY ART
音楽とともに、いつまでも思い出に残る花火体験

日本一と評価される花火コレオグラファー。30分以上の演出は、彼

の独壇場と言われています。假屋崎省吾さん、コシノジュンコさんな

どとの異業種アーティストとのコラボ花火も高い評価も得ました。

花火コレオグラファー /  大矢 亮
Firewo rks  Cho reog raphe r  /  Ryo  Oya

Pyro smit h  I n c .

名港水上芸術花火は全編を通して音楽のリズムや曲調に合わせ

て花火が打上がり、男女や世代を問わず愛される名曲と相まっ

て、深い感動のひとときを提供します。音楽とともに、いつまで

も思い出に残る花火体験になるでしょう。滞空時間、残存光を計

算に入れ、1/ 3 0秒単位でコントロールされる花火は音楽のリズ

ム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせて演出します。

花火コレオグラファー（振付師）の仕事
花火プログラミングを専門とし、音楽とシンクロした花火を演出。花火打ち上げから、開い

て消えるまでのすべてを計算し、1/3 0秒単位でプログラムを組み立てる。最高に繊細で緻

密かつアーティスティックな感性が必要な仕事です。

今年は斜め打ち

増し増しで、空間と視

界を花火で埋め尽くし

ま す 。名古 屋らしさ

10 0％の夜をお楽し

み下さい!

第二部
【19:15~】 ダイヤモンドフォーメーション！

今年も大注目！特殊な隊形に船を並べる

台船B台船C

台船D

台
船
A

 台船A 
縦配置となり、台船上での奥行

感も表現出来るようにし、圧倒

的な迫力を魅せます。

高度「ゼロ」の水面で咲く花火と、3 0 0 m

を超える空中で咲く花火。極端な高低

差を使って演出できる名港という舞台

で、縦に、横に、水平線に！向かって飛

んでいく花火を今年もお楽しみに！

 台船B・台船C
ワイドに多様な表現を可能にし

ます。

 台船D 
尺玉の打ち上げはもちろん、花

火に奥行きが加わり、立体的な

印象を与えます。

是非水上花火ならではの演出と技術をお楽しみください！



日本最高峰の花火師の祭典
全国各地より、超一流花火師が名古屋に集結します。多彩な打上技術を持つ花火師、渾身の「芸術玉」を創る花火

職人、日本屈指の花火オールスターチームの共演を是非会場で目撃してください。

５号玉の評価が特に高く「５号玉の魔術師」

の異名を持つ。近年は音楽に合わせたスター

マインで高い評価を得ており、全国の花火大

会で多数の実績を持つ。次世代の花火界の

トップランナー。

アルプス煙火工業 長野県

若手注目株。映像が切り

替えられ た か のように

整った、キレの良い星の

変化と瞬時の消え際を追

求する。

安藤煙火 店 山形県

日本の花火らしい様々な種類の星を、発色の

良さと深みで魅せる地方の雄。変化の間合い

に独特なゆったり感がある。

花火の街、大曲で培われてきた技術を結集

し、新たな生産スタイルを開始。伝統の花火

玉を、日本中に送り出しています。良質な花

火玉を、世界中に広める為、精進していま

す！

柿薗花火 宮崎県

信州の老舗百年企業。光の筋が

明瞭で、存在感の強い大玉を量

産。その強さを活かし、適材適

所に玉を打つスターマインは、

神殿のような荘厳な雰囲気を醸

し出す。2017年大曲全国花火競

技大会「創造花火の部」優勝伊那火工堀内煙火店 長野県

全国花火競技会にて「内閣総理大臣賞」を史

上最多の19回受賞。NHK「プロフェッショナ

ル 仕事の流儀」に取り上げられるなど、全国

に数多くのファンを持つ。平成25年には厚生

労働省「現代の名工」に選出された。

野村花火工業 茨城県

國友鉄砲鍛冶 ４００年の伝統

技術の継承と、最新技術を取り

入れより安全で、より美しい花

火の演出を追求しています。斜

め打ちの老舗として、自社開発

の打上筒と自社開発の点火器で

夜空を縦横無尽に彩ります。國友銃砲火薬店 I 京都府

日本一と言われる秋田県の「大

曲全国花火競技大会」で培った

技術で、大玉割物から創造花

火、昼花火まで全てにおいて評

価が高く、全国各地の競技大会

で優勝、入賞を多数受賞してい

る。響屋大曲煙火 秋田県

『感動的な体験をどこへでも』をモットーに

日本全国でロケーションを活かした演出を

行い、定評があります。花火以外とのコラボ

レーションなど、常にチャレンジし続ける新

しい会社です。

ハナビランド 静岡県

北部九州を中心に各種花火を提供。海外で

はFIFA女子ワールドカップサッカーエンディ

ング花火のオペレーションを努めるなど、国

内外でも多くの賞を受賞している。

奥行きのある白銀の色彩

が魅力的。オシャレな創

作が華やかで楽しい！

山﨑煙火製造所
茨城県

伝統の中に輝く革新の光。今ではよく見る

時差式は三遠煙火が先駆け。昭和43年に発

表された 丸く光った花火が一旦消えた後に

再度光る『マジック牡丹』は、業界全体に衝

撃を与えました。また、どの花火においても

きめ細かい星の輝きと色合いが特徴で、見

るものすべてに爽やかな印象を与えます。三遠煙火 I 静岡県

花火創造企業 秋田県

花火文化を守りつつ、その永続的価値を次

世代へ残すため、日々研究開発に取り組んで

いる。伝統的な和のテイストから、眩い発光

の最先端技術まで。モットーは「花火の力で

日本を元気に！世界を元気に！」

糸井火工 福島県

独創的な形状と色使いで

生き物のような楽しさを

表し、観客を笑顔に！

北日本花火興業
秋田県

緑の光が無数に宙を舞い、海に浮かぶ島々

の絶景を夜空に描く

新潟煙火工業 新潟県

複数の層の円を描く多重芯を、見えやすい色

で華麗に魅せる。

小松煙火工業 秋田県

虹の七色を濃く明るく魅せ、万華鏡のような

造形美にも息をのむ

齊木煙火本店 山梨県

独特のオシャレ感覚を活

かした玉が美しい。煌び

やかの中に、郷愁を感じ

させる。変幻自在な迫力

が見事。

信州煙火工業 長野県ワキノアートファクトリー
福岡県
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アルプス煙火工業
大玉に限らず小さい五号玉でも多彩な表現が出来る熟練の技を持つことから「五号

玉の魔術師」と評されています。夜空に猛々しく上がる火柱「虎の尾」も魅力の一

つ。「芸術花火シリーズ」を初期から支える花火会社の一つです。

柿薗花火
宮崎県唯一の花火製造メーカーで、その特徴は迫力のある大きな玉・明るさ・発色

の良さ・色の深み。芸術花火に欠かせない、ある花火玉の製造も担当頂いておりま

す。花火師「柿園兼利」独自の花火哲学に迫ります。

響屋大曲煙火
日本で最も権威のある「大曲全国花火競技大会」が開催される秋田県大仙市にて

しのぎを削る有数の花火会社です。屋号の通り「音」を効果的に使う花火、手間の

掛かる花火も得意とする技巧派な職人集団です。

コレオグラファー大矢亮
3 0分以上の長編花火演出は独壇場と言われ、音楽花火を芸術の域まで押し上げ

た、日本で唯一無二の存在です。コレオグラファーの仕事とは？「芸術花火シリー

ズ」を一手に担う、総合演出の舞台裏に迫ります。

伊那火工堀内煙火
モエレ沼芸術花火2017の特別プログラムも担当。光の筋が明瞭で、存在感の強い

花火玉はまるでCGと見間違う様な完成度の高さを誇ります。2017年大曲全国花火

競技大会「創造花火の部」優勝。その特出した技術の秘訣に迫ります。

野村花火工業
日本花火界の頂点を競う「全国花火競技大会」(秋田の大曲・茨城の土浦で年に2回

開催)において、内閣総理大臣賞を史上最多の19回受賞している、花火界のスー

パースター。野村花火の代名詞である「五重芯変化菊」は日本一美しい菊型花火と

評されます。

國友銃砲火薬店
戦国時代、織田信長に鉄砲を献上した事をルーツに持つ國友銃砲火薬店。40 0年

の伝統技術を花火の打上げに活かし関西地域の殆どの花火大会の演出を手掛ける

花火打ち上げのプロフェッショナル集団です。多彩な打上げ技術が「芸術花火シ

リーズ」のダイナミックな花火を支えています。

花火師の魅力に迫る
芸術花火シリーズでは、全国各地より、超一流花火師が集結し一夜限りの共演を果たしま

す。多彩な打上げ技術を持つ花火師、渾身の「芸術玉」を創る花火職人、日本一の花火コレ

オグラファー(演出家)、日本屈指の花火オールスターチームを結成しています。今回そんな

花火師の皆さんを取材し、一社一社の魅力や特徴に迫りました。

全国で大好評! !芸術花火シリーズとは?
国内最高峰の内閣総理大臣賞受賞花火師達の芸術玉を中心に組み合わせて構成され、

音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされた音楽花火。その他会場

のロケーション、地域性を取り入れた大胆な演出を得意とし、高度な技術によって従来

の花火大会を芸術の域に押し上げたものです。

ht tps : //www.great- s k y-ar t .com/
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