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本年度、｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣を第四回目として開催する運びとなりました。これもひとえに
関係戴いた方々全てのご尽力、ご支援のお陰でありましたことを深く感謝申し上げます。今年2010年キャン
ドルナイトは、「50年後の地球の未来の子ども達のために」という共通のひとつの大きな目的でありテーマの
もと、イベントといたしましては午後６時から８時の砂沼サンビーチ多目的広場会場においては、使用済み
ペットボトルを壮大であり幻想的な１４，２８４本ものキャンドルに『子ども達の夢』をのせて、【夢キャンドル】
と題し、下妻市、八千代町全域の小学校、幼稚園、保育園の子ども達の『未来の地球での夢』が描かれた
ひとつひとつが、世界に二つとない夢が詰まったキャンドルが並びます。それらを見て我々大人は何を子ど
も達に残さなければいけないのか？を子ども達から学ぶような気がしてたまりません。『子ども達の夢が地
球を救う』が今年のテーマです。子ども達の未来の地球での夢こそが、今の環境問題をはじめた、さまざま
な問題を我々今の昔は誰かの子どもであった私達大人が、夢を忘れかけたこんな時代だからこそ、子ども
達に後ろ姿で、生き方として、夢をみること。信じること。そして諦めないこと。それらを真っ向から真剣に取
りくむべきだと強く考えます。会場では言葉には言い表せないほどの感動と勇気と、何よりも子ども達の素
晴らしい未来への希望をよりたくさんの人々が感じるあえる特別な一夜になることでしょう。 
 
午後８時から１０時の自宅やお店、会社でのキャンドルナイトでは昨年よりも多くの趣旨賛同の店舗、会社
が増えましたことは、切実な温暖化問題が年々浸透していることとを思うと共に、キャンドルナイトしもつまや
ちよに対してのご理解を昨年よりもいただけたことに賛同人の方々、賛同企業、賛同店舗の全ての方々に
感謝と深い敬意を表する次第であります。当日は下妻のイオンショッピングセンターの大型看板のあかりを
消してブラックイルミネーションの開催をはじめとし、賛同各企業ごとのキャンドルナイトへの取り組みでは地
球へのやさしさを感じさせてくれるでしょう。、本年増えた賛同各レストランなどではあかりを落としてキャンド
ルのやさしい灯りで、恋人と、家族と、大切な方と、たまに違った特別な食事の夜を楽しめることでしょう。自
宅でのキャンドルナイトではあかりを消し、キャンドルのやさしいあかりで普段よりも特別に家族の温かさや
絆を深められることでしょう。 
 
キャンドルナイトとは、地球温暖化問題を考える機会として、「でんきを消して、スローな夜を。」を合言葉に
展開されている全国規模のイベントでイベントを通じ、下妻市・八千代町の住民と共に地球温暖化問題につ
いて考える機会を提供することを目的としております。最近テレビや新聞等で毎日見たり、聞いたりすること
になった「温暖化」という言葉。私たち下妻市、八千代町に住むものも、地球市民であり、同じように取り巻く
環境が近年急激に変わっている。過去経験したことのないような異常な暑さの猛暑続きの夏。霜が、雪がな
い冬。早すぎる桜の開花など四季が狂い始めている。異常なほどの降水量の集中豪雨。まだまだある。地
球規模で見ると地球温暖化による影響は、北極や南極の氷の急速な減少。強大化するハリケーン。世界的
な熱波による老齢者などの熱中症被災者の増加。地球規模での気候変動の変化による砂漠化。海水温上
昇によるクラゲの異常発生。死滅するサンゴ礁。マラリアなどの疫病の拡大。まだまだ数え切れないし、これ
からも今まで人類史上経験も、体験したことのないような信じられないことが多く起こることが予想され、地
球温暖化研究の第一人者であるNASA ゴッダード宇宙研究所のハンセン博士によると 「人類の努力によ
って地球温暖化を阻止できるのはあと１０年。何もなされなければ、その後はどんな手を打っても破滅の道
を回避できなくなる」と警告しています。先日、ある方がこのようなことを言った。「子どもなんかつくるんじゃ
なかった。子どもたちの未来は地球が大変だから、可哀想だ。。。。」と。。。 
 
誰もが目を向けたくない事実がすぐここまできてて、その事実を受け止め。今ならまだできる。まだ間に合
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誰もが目を向けたくない事実がすぐここまできてて、その事実を受け止め。今ならまだできる。まだ間に合
う。という気持ちで地域に住む私たちが、地球のために、未来の子どもたちのために、地域の人たちが力を
合わせる機会をこのたび【キャンドルナイトしもつまやちよ】という呼びかけ運動とイベントを通じ、強い連帯
感のある運動をして参りたいと考えます。でんきを消して、ろうそくで灯す心休まる一夜を、生活共存圏であ
る下妻市、八千代町の全家庭に呼びかけ、地球温暖化防止のために私たちができることを、小さな小さな
力の私たちでありますが、地域ぐるみでたくさんの 【自主自立の参加】 の心温まるたくさんの市民の力で
【気持ちをひとつにして】行うことによって、大きなうねりとなり、この地域力強い温暖化防止活動として、地
域市民にとって、未来の子ども達へ誇りある活動にして参りたいと考えます。  
地域の人による、地域の人たちのための事業とし、このイベントを通じ、温暖化防止のみにとどまらず、大な
り、小なり参加した方々の心の中に、郷土愛、隣人愛、家庭愛、さまざまな ‘愛’ が育まれば と強く願いま
す。 
 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
 
キャンドルナイト実行委員会 
委員長   柴 信一     
 
◆プロフィール◆               
 
昭和50年生まれ 35歳。下妻市出身。 
旭建設工業株式会社 常務取締役 
社団法人 下妻青年会議所 所属  
 
 2007年に初めてキャンドルナイトしもつまやちよが開催され、今年で4回目を迎えることができま  
した。これもひとえに、関係各所また地域の方々のご協力の賜物といえます。 
 そういった地域を代表する催しで、今回初めて実行委員長を仰せつかることとなり、新たな時代の  
幕開けに身の震える思いです。 
 ひるがえってみれば、昨今の世界情勢は混迷を極め、日本の近隣でも尖閣諸島にかかわる中国との問題
やロシアとの領土問題など、今後の我々の生活に大きな影をおとしかねない問題が山積しております。加え
て、記憶にも新しいですが、今年の猛暑などの自然環境の異常ともいうべき振る舞いは多くの人々に被害
を与えております。 
 今までの暮らしが崩れ去ろうとしている中、一筋の光を見出すとしたならば、それは地域に住まう 
人たちが一丸となって、地球のことを考え、ほんの少しでもできることから始めることではないでし  
ょうか？ 
 今年は新たに筑波大学人間総合科学研究科の貝島先生によるデザインでのキャンドルレイアウト 
となっての開催です。少しづつ、ネットワークが、そして心の絆が増えてきています。 
 このキャンドルナイト2010しもつまやちよが地域、地域での少しの活動の一助となり、他の地域を  
結び付け、大きな絆となって、日本を、そして、世界をキャンドルのネットワークでつなげていく。 
そして、子供たちが安心して成長できる未来が築き上げられる。そんな、催しにできたらと考えて 
やみません。 
 
  
 「少しのことを、できることから 
    豊かな自然に包まれたこの地球を守るために」 
 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
 
「キャンドルナイト2010しもつまやちよ」によせて 
 



 
 
ボランティア協議会 会長 中山春子 
 
 目には見えない多くの方のご支援のお陰で、このように素晴らしいイベントを開催することができ、 
本当に喜ばしいことだと思います。 
 皆様ご案内の通り、このイベントは、地球温暖化問題について子供からお年寄りまで多くの人々に関心を
持ってもらい、そして考えてもらう機会として行うものです。 
 しかし、このイベントが良く出来たからといって喜んではいられないのです。私たち個人がこれから 
どう行動していくかが大切だからです。 
 国単位で、あるいは世界単位では、色々と対策が考えられ実施されていますが、私たち個人としても、ごく
小さいことからでも実行していけば、温暖化防止につながっていくのではないでしょうか。 
 そこで考えました。ごく小さなことでも、個人で出来ることはなんだろうかと。 
 まず主婦の立場で出来ることは「米のとぎ汁は流さないで植物に」「油汚れの食器は新聞紙などで拭きと
ってから洗う」「エアコンの温度に気をつける」「買い物はマイバックで」「生ゴミは処理器で」などまだまだたく
さんあります。 
 そして、子供たちにできることは「使わない部屋の電気は消す」「歯みがきの時など水を出しっぱなしにしな
い」「テレビの見過ぎに注意」など考えればもっともっとたくさんありますね。 
 皆さん、明日からいや今からでも、愛する子供たちの夢が叶えられるよう、明るい未来のために、そして地
球温暖化防止のために、出来ることから行動して行きましょう。 
 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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特別後援団体 社団法人下妻青年会議所     
 理事長   渡辺 一浩 
 
 
 あるひとりの男の熱い想いから始まった「キャンドルナイトしもつまやちよ」 
 はじめは下妻青年会議所（JC）の事業のひとつとして、この「キャンドルナイトしもつまやちよ」が開催され
ました。  
 今年で４回目を迎えて、現在では「キャンドルナイト実行委員会」として、JCを離れ、地域の多くのボランテ
ィアの方々とJCの諸先輩たちで運営しておりますが、私どもJCも特別協力団体として、この事業のお手伝
いが出来ます事を、大変光栄に思っております。 
 
 「地球温暖化」という言葉。テレビや新聞等で毎日のように、見たり聞いたりいたしますが、昔に比べ、昨今
の環境問題への意識の高まりは素晴らしいものがあります。 
 グリーン家電の普及、自動車の排気ガス規制、太陽光発電システム等。 
 ですが、自分自身を振り返ってみましょう。本当に真剣に考えていますか？と問われるとまだまだ他人ま
かせ、政府や行政まかせであるような気がいたします。 
 他人まかせにするのではなく、まずは自分たちができる事を考え、始めてみましょう。 
 
 「夢キャンドル」に書かれた子どもたちの溢れんばかりの夢や希望を壊さぬよう、地球のために、未来の子
どもたちのために、地域の皆が協力し合い、誇りある活動をしていきましょう。 
 
 結びにこのイベントに際し ご尽力されました実行委員をはじめとする多くのボランティアの皆さん、並びに
関係各位に敬意と感謝を申し上げ ご挨拶とさせていただきます。 
 
 
 
 
 

 



行政関係よりごあいさつ 

茨城県知事からのメッセージ 
 

 
 
茨城県知事 橋本 昌 
 
 「キャンドルナイト2010しもつまやちよ」が盛大に開催されますことを心からお
喜び申し上げます。 
 また，今年で四回目を迎えるキャンドルナイトの活動に精力的に取り組まれてき
た，実行委員会の皆様をはじめ，趣旨に賛同され参加されている多くの団体，市民
の皆様の熱意と御尽力に深く敬意を表する次第です。 
 地球温暖化の進行は，地球全体に将来にわたって影響を及ぼし，人類の生存基盤
を脅かす深刻な問題です。 
 そのため，県といたしましては，平成18年２月に策定した「県地球温暖化防止行動
計画」に基づき，温室効果ガス排出量の削減に向け積極的に取り組んでいるところ
です。 
 去る７月７日の七夕（クールアースデー）に行われた全国一斉の「CO2削減／ライ
トダウンキャンペーン2010」では，県庁舎や県有施設はもとより，県内の400を超え
る施設においてライトダウンが実施されたところであります。 
 また，一万を超える世帯がエネルギー使用量の削減に取り組む「大好き いばらき 
エコチャレンジ」事業や，参加店舗数が全国一となっているレジ袋無料配布中止運
動など，様々な県民運動を展開しているところです。 
 地球温暖化問題を解決するためには，県，市町村，事業者はもとより，県民の皆様
一人ひとりが環境問題を自分に身近な問題として捉え，環境に配慮した実践的な行
動を展開していくことが大変重要であります。今後ともこうした県民参加型の取組
を一層促進することにより，県民総ぐるみでの地球温暖化対策を推進してまいりま
す。 
 下妻市，八千代町の全小学校の子どもたちの“未来の地球でのわたし（ぼく）の
夢”を描く「夢キャンドル」のイベントが，子どもたちも含めて地域が一体となっ
て地球温暖化問題について考える契機となり，今後ますます力強い活動へと発展し
ていくことを御期待しますとともに，参加される皆様方の御健勝，御活躍をお祈り
し，ご挨拶といたします。 
 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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下妻市長 稲葉 本治 
 
  「キャンドルナイト２０１０しもつまやちよ」が、多くの市民・町民の皆様の参加のもと、盛大
に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。 
 また、皆様方には、日頃より地球温暖化対策をはじめとした環境行政に温かいご支援・ご
協力を賜りまして、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 
 この「キャンドルナイト」の合言葉であります「電気を消して、スローな夜を」はすっかり定着
した言葉であり、便利になった我々の生活を考えさせられる言葉でもあります。 
 今回の「夢キャンドル」には、未来を担う子供たちの夢と溢れんばかりの希望が 
幻想的に表現され、たくさんの勇気をいただいております。子どもたちの夢を育み、実現さ
せることが大人の責務でありますが、イベントをとおして地域の方々が一丸となって地域の
活性化や人にやさしいまちをめざすことがその第一歩になると考えているところでありま
す。 
「キャンドルナイト」は、ボランティアの皆さんと企業などの協力により成り立っている住民主
体のイベントで、暗いニュースが多い昨今においては、未来の地球環境のために行動する
人々に深い感動を覚えます。 
 こうした取り組みは、本市が推進する「人を活かしたまちづくり」のひとつを実践していただ
いているもので、本市といたしましても後援をさせていただくとともに心からお礼を申し上げ
ます。 
 結びに、「キャンドルナイト２０１０しもつまやちよ」の関係者の皆様のご尽力に対しまして、
敬意と感謝を申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 
 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
 
「キャンドルナイト2010しもつまやちよ」開催に寄せて 
 

 
 
八千代町長 大久保 司 
 
 この度は、「キャンドルナイト2010しもつまやちよ」を盛大に開催されましたことを、心から
お喜び申しあげます。 
 昨年の式典に参加いたしまして、ローソクの幻想的な灯りに感動いたしました。日々の煩
雑な生活から逃れ、癒された一時を過せたような気がいたします。 
 私たちが毎日利用している電気（電力）ですが、なくてはならない大切な文明の手段であ
ります。しかし、キャンドルナイトの宵に、地球環境問題を考えますと、省エネや温暖化防止
など、公職的立場を問わずさまざまな環境問題が出て参ります。私たちが生活していくうえ
で、最初にありきものは環境であるという考え方が、まだ人々の気持ちに危機感として定着
していないようです。一人で、誰にでも出来る小さなことから始め、国の法律で厳しく制限し
ていくことも必要なことだと考えております。アメリカ・ルイジアナ州のメキシコ湾沖合で発生
している原油流失事故でありますが、世界的に甚大な被害を及ぼしております。英知を結
集しても流失が止まらず、憂慮している次第であります。 
 未来のこども達には、私たちが残せる大きな資産として緑豊かな自然環境があります。前
述したとおり、これが危機的な状況であり、温暖化による環境の変化として、氷河や永久凍
土の融解や大陸内の砂漠化現象が進行しております。植物や動物の生態系も変化し、絶
滅品種が多く出ております。これらの状況を理解し、こども達への教育並びに啓発活動が
大切になってきます。 
 なお、人として生きていくためには、強い精神力が必要です。飽食の時代、不自由のない
環境で育った新人類と呼ばれる子ども達にとって、これに甘んじない、強い自我を築いてほ
しいものです。その一助として、家庭や学校教育の環境を充実させ、地域コミュニティがそ
の支援をしていくような態勢づくりも必要です。八千代町はコミュニティ活動が盛んですの
で、期待したいと思います。 



 実行委員の皆さんがご尽力され、今年で４回目を迎えるキャンドルナイトにあたり、地域
の人たちが、このイベントを通し地球温暖化問題についてじっくり考える機会となれば幸い
に存じます。 
 これからも、キャンドルナイト実行委員会の益々の発展を心よりご祈念申しあげますと共
に、イベントに際し手を尽くされた皆さんに感謝を申しあげ、お祝いのご挨拶といたします。 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
キャンドルナイト2010しもつまやちよ」開催によせて 
 

 
 
茨城県議会議員 飯塚秋男 
 
 地球温暖化の問題を、地域の人々と共に考えることを目的に「キャンドルナイト2010しもつ
まやちよ」が、多くの皆様の参加のもと、昨年に引き続き盛大に開催されますことに、心から
お喜び申し上げます。 
 まさしく、今年の夏は気温の上昇、それに伴う熱中症被災者の増加、各地でのゲリラ豪雨
による洪水など、自然環境に狂いが生じ、地球規模での温暖化が確実に進行している事を
認識させられました。このような異常気象の原因はいったい何なのか。それはマスコミの報
道等でも皆が知っている通り、二酸化炭素の増加によるもので、その多くは化石燃料を燃
やすことにより発生させているものです。すなわち、人間が異常気象を自ら引き起こしてい
るのですから、逆に言うとその解決策は自ずと見つけられ、解決出来るはずです。 
 化石燃料の使用をできるだけ減らすこと、すなわちガソリン、灯油など石油類の使用を節
約するよう心がけ、車なども必要な時だけ、必要な時間だけ乗るよう、個人も、また企業な
どでも従業員にその徹底を図ることが必要です。電気についても現在の日本では、その発
電の59％を火力発電に頼っている現在では節電にも心がける必要があります。 
 何をすれば良いかということは、一人一人が自分の生活環境を見直し、どこに改善の余
地があるかを考え、実行することが必要と思います。親がエコを心がけ行動すれば、自ずと
その子供たちもそれが習慣化するはずです。子供たちに住みよい地球環境を残してやる為
にも、今日、今からでもそれを心がけ、実行に移すことが大事と考えております。 
 結びに「キャンドルナイト2010しもつまやちよ」のますますの発展を心からご祈念申し上げ
ますとともに、このイベントの開催にあたりご尽力されました実行委員会をはじめとするボラ
ンティアの皆様、並びに関係各位に心より感謝申し上げ、お祝いのご挨拶と致します。 
 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
 
ごあいさつ 
 

 
 
茨城県議会議員 神達岳志 
 
 キャンドルナイト2010しもつまやちよ」が盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げ
ます。 
 昨年は、井上誠実行委員長の熱い思いに感動し、常総元気塾として参加させていただき



 昨年は、井上誠実行委員長の熱い思いに感動し、常総元気塾として参加させていただき
ました。 
 環境問題という大きな課題に、一人ひとりは微力だけど、みんなで協働しながらできること
を実行に移すために、子ども達から保護者の方々、地域の各種団体、行政が一体となって
取り組まれている姿に感動させていただくと共に、大きな学びをいただきました。 
 自分さえ良ければいい、今さえ良ければいい」という利己主義や、「一銭の得にもならない
のに変わってるね」などとボランティアで汗を流す人を嘲笑するような風潮がみられる昨今、
地球のために自分たちでできること、地域のためにみんなでできることを身の丈の活動とし
て、協働して行うことの尊さを学ぶことができる本事業は、環境問題に限らず、教育問題
や、まちづくり、地域経済の振興など、現在抱える課題に対して少なからず明るい一石を投
じるものと確信します。 
 この事業を通じて、日々私たちが享受している太陽や空気、そして自然環境や、関わりあ
う人との出会いと学びに対して、すべてを「あたりまえ」ではなく「ありがたい」と改めて感謝
し、さらに子ども達の明るい未来のために「夢」を応援し、下妻・八千代の市民協働がさらに
前進することを祈念し、ご挨拶と致します。 
 















 
 

「キャンドルナイトしもつまやちよ」とは？ 

 
今年の夏の猛暑も記憶に新しい昨今ですが、一人の青年が映画｢不都合な真実」をみてその中の台詞「今後10年間の
うちに地球温暖化に対する取り組みを本気で行なわないと地球はもう人間の力ではどうにもならないところまで悪くなっ
てしまう。」という部分に衝撃を大きく受けたことから始まりました。 
 
下妻市民として、茨城県民として、いや地球市民として、何か町ぐるみで出来ないかと考えました。その青年はその事を
昼夜を問わず、それこそ仕事の時間外、寝ている時間以外の全ての時間を費やすほど一生懸命に友人、知人に話して
廻りました。そしてその熱意に動かされた３、４人の同世代の青年が「自分たちも何か出来ることをやろう。そしてせっか
くやるならば地球温暖化防止のみならず郷土愛、隣人愛、家庭愛などが深まることをやりたいという強い想いを持ちまし
た。それから何度も何度も彼らは議論し、話し合い、そして生まれたイベントが「キャンドルナイト2010しもつまやちよ」な
のです。 
 
その後、彼らが所属していたまちづくり団体に話を持ちかけます。彼らは必死でした。映画｢不都合な真実」をみんなに
見せ、「今やらないと、この地球は終わっちゃかもしれないんです。何もしないよりもそれを防ぐためのことをしたいんで
す。」 もちろんそのことに異を唱える人はひとりもいませんが、時間が無く、急すぎるために反対する人もたくさんいまし
た。しかし彼の熱意は止まりません。「来年、再来年なんていっているうちにも南極の氷が解け地球はどんどん悪くなっ
ているんです。今すぐにでも動かないとだめなんです」と。そしてそのまちづくり団体も動き始めたのです。その後、彼ら
の熱い情熱と未来の子ども達のためという気持ちに始めは少しの人数ですが、だんだんとこの趣旨に賛同するボランタ
リーの方々が出始め、今たくさんの賛同を得て大きく地域が動き始めたのです。 
 
でも、まだまだなんです。 
 
次は、この趣旨にご賛同いただき、この地域に住む 【あなた】 がまわりに伝える番です。 
 
しもつま・やちよ に住む未来の子ども達のために。そして地球のために。 

 
 

       
 

 

｢ キャンドルナイト2010しもつまやちよ ｣  
はイベント当日10月16日（土）の前から  

皆さんのまわりでもう、すでに始まっています！ 

 
□□   キャンドルナイトの全活動内容について   □□ 



     
   

１．｢温暖化防止について もっと知りましょう！｣ 
 
   １) 市町報お知らせ版 【月】 下妻市、八千代町全世帯への広報物配布 
     ●内容・・★温暖化って何？ 
          ★私たちが地球のためにすぐできる１０のこと 
          ★愛のエコキャップ運動 
           ★CNお知らせ 
           ★実行委員募集  
           ★賛同人賛同企業募集 
 
 
   ２) 下妻市、八千代町全小学校・幼稚園・保育園への夢キャンドル配布 
     ●内容・・★温暖化って何？★保護者の方へ 
           ★【地球のためにできること宣言】用紙 
            （ぼくは・わたしは地球温暖化防止のために次のことをがんばります。） 
           ★【私たちの未来の地球（キャンドルホルダー用）】用紙 
            
 
           ☆【私たちの未来の地球（キャンドルホルダー用）】 
            は幻想的なキャンドルの周りに巻かれて会場に掲示いたします。 
            子ども達の地球の未来への夢を感じてください。 
 

２．｢キャンドル１４，２８４本｣をみんなの力で環境に優しく創りあげましょう！ 
 
   １）普段のゴミである ２リットルのペットボトル  
      の ・キャップは愛のエコキャップ運動へ。（800ヶでワクチンを購入し、子どもの命が助けることに協力できま
す） 
         ・容器はキャンドルの器へ    と再利用します。 
   ２）あなたの心温まる優しい気持ちをボランティアとして時間に変えて 
     キャンドルをみんなで一緒に作りあげるボランティアに参加しましょう！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
   ★★１1月2７日まで・・・・ 
     ◎場所・・・下妻市砂沼サンビーチ 
     ◎時間   １）AM１０時～PM１2時 
             2）PM６時～９時 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
          １．２の時間帯の中の１～３時間くらいから参加することができます。 
          普段あわないような人たちと楽しくイベントをつくる活動ができます。 
          みんなで、１４，２８４本のキャンドルをつくりあげましょう！ 
        
 
 
 
    ★連絡先 キャンドルナイト2009しもつまやちよ実行委員会  
           ・事務局 柴 ０９０－１８８６－４１０５ 
           ・下妻市生活環境課 ０２９６－４３－２１１１ 

 
 
 

３．｢まわりの方へ呼びかけましょう！｣ 

    
   １）｢キャンドルナイト2009しもつまやちよ｣のイベントに参加することの意味をまわりの人へ呼びかけましょう！ 



   ２）｢でんきを消して、スローな夜を｣を各家庭でする意味をまわりの人へ呼びかけましょう！ 
   ３）｢あかりを消して営業中｣の当日賛同参加するまわりのSHOP、レストラン、会社へ呼びかけましょう！ 
   ４）｢キャンドルナイト2009しもつまやちよ｣の趣旨に賛同するまわりの個人、企業へ呼びかけましょう｣ 
   ５）多くの仲間と共に行動しましょう！！ 

 

４．当日、｢イベントへ参加しましょう！｣  

    ★当日は14,284本（こころは、ひとつ。しもつまやちよ） 
     へのたくさんの様々なキャンドルの点灯への多くの方々のご協力が必要です。 
     あなたの心暖かな地球への、未来への子ども達への想いを、多くのこの地域の 
     心温まる多くの人たちと心をひとつにしてあかりを灯しましょう。 
              
     うっすらと幻想的に浮かび上がるキャンドル達のあかりは壮大です。 
     参加した一体感と、何ともいえない感動で胸を打つことでしょう！ 

 

 
 
 
 ★午前時～午後時  
   （参加は１時間～３時間くらいからでもOKです） 
  その１）【１４，２８４本】のキャンドル並べ へ参加しましょう！ 

          

          ☆砂沼サンビーチ ・・・砂沼サンビーチ 駐車場わき ソフトボール
場（県西公園） 
 
          ○さまざまなデザインのお洒落なキャンドルをチームに分かれて配置します。 
            並べられるキャンドルは幻想的なキャンドルナイトをみんなの力で創りあげます。 
            キャンドルを並べながら考えることは、例えば、たまには世界平和を願うとか。普段とは違う自分が
いるかも。 
            素敵で壮大な日本一のキャンドルナイトを多くの方々と共にあなたの力でつくりませんか？ 
            自分が参加したキャンドルナイトの柔らなか灯りはより一段と格別なものになるでしょう！ 

 ★午後５時３０分～午後８時  
  その２）【キャンドルナイトイベント】へ参加しましょう！ 
 
        メイン下妻会場・・・砂沼サンビーチ 駐車場わき ソフトボール場
（県西公園） 
 
          
         ○１４，２８４本（こころはひとつ。しもつま、やちよ）の幻想的なキャンドルに灯りに 
            包まれ、各会場ごとの素敵なBGMやイベント、キャンドルのモニュメントを楽しみながら、 
            たまには、それぞれ普段考えないようなことも考えてみるのもいいでしょう！ 
            恋人のこと、はなれた家族のこと、育ててくれたおじいちゃんおばあちゃんのこと 
            人から優しくしてもらったこと、夜空が思ったより綺麗なこと、この世に暗闇があるということ、 



            世界の貧しい国の人達のこと、世界平和のこと、地球の未来のこと、素敵な未来のこと。。。。 
 
         ☆ ｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣イベントでの楽しかった思い出や 
            素敵なあなたの光景を写真にしてお送りください。 

 ★午後時～午後時  

   その３）今日は下妻市、八千代町の各家庭で一斉に 
      ｢でんきを消して、スローな夜を。｣に参加しましょう！ 
        でんきを消してキャンドルで過ごしましょう！ 
 
          ○今日はテレビも消して、いろいろな電機製品のコンセントを抜き、キャンドルに灯りに 
            包まれ、幻想的な一夜を大切な家族と共に過ごしてみるのもいいでしょう！ 
            暗闇とキャンドルの優しい灯りは家族や自分の普段とは違った一面を発見するかも。 
            音楽もなしの静けさにふけるのもいいでしょう。自分の未来、家族のこと、 
            そして、100年後の地球の子ども達のことを考えるのもいいでしょう。 
            素敵な一夜を見つけましょう！ 
     
          ◆注意！キャンドル、火の取り扱いには、十分に気をつけてください◆ 
 
          ☆ ｢キャンドルナイト2008しもつまやちよ｣家庭での楽しかった思い出や 
            素敵なあなたの光景を写真にしてお送りください。 

 
 ★夕方から（賛同レストラン・SHOPごとに時間が違っています。） 

  その３ の２） キャンドルナイトレストラン・SHOPで 
            特別な一夜を過ごしましょう！ 
         
          ○レストランや飲食店、SHOPなどお店ごとの普段とは違った表情のお店で 
           キャンドルの灯りの営業の特別な一夜や中にはキャンドルナイト限定メニュー 
           やイベントを企画したお店で気のあった仲間と過ごすのもいいでしょう！ 
           いつもと違った買い物、食事、そしてキャンドルの優しい灯りによって感動があるかも！ 
           （お店ごとにキャンドルイベントやキャンドル営業時間などが異なるのでお確かめください） 
 
        ◆注意！キャンドル、火の取り扱いには、十分に気をつけてください◆ 
 
          ☆ ｢キャンドルナイト2009しもつまやちよ｣家庭での楽しかった思い出や 
            素敵なあなたの光景を写真にしてお送りください。 
 

 
｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣が終了して、 

次は、ひとりひとりが、地球のためにできることをしましょう！ 
始めてみると、今までとは不便なこともあるかもしれません。 
でも、この下妻市、八千代町のみんなで共に取り組めば、 

不便なこともだんだんと慣れてくるでしょう！ 

 
 



 

 

 



 

今年は 
『夢キャンドル１４，２８４本！』 
子ども達の夢が地球を救う。 

 

呼びかけ人 

 
｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣の輪を広げていくために、ボランタリーに呼びかけをしていく方々です。 
賛同企業の募集や、ボランタリーへの参加募集、文学、芸術、音楽活動、文化活動、さまざまな活動を通じ、 

温暖化防止を呼びかけ、ご協力をされる方々です。 

 
（呼称省略・順不同。順次掲載のため、未掲載の場合、時間をおいて再度ご確認願います。） 

名前 

橋本 昌 茨城県知事

稲葉 本治 下妻市長

大久保 司 八千代町長 

白戸 仲久 古河市長 

神達岳志 茨城県議会議員

   

山田 信博 国立大学法人筑波大学 学長

貝島 桃代 国立大学法人筑波大学 大学院人間総合科学研究科 准教授

岩田祐佳梨 国立大学法人筑波大学 大学院人間総合科学研究科 芸術専攻

小泉祥典 国立大学法人筑波大学 大学院人間総合科学研究科 芸術専攻

    

鈴木 欣一 茨城県教育委員会教育長 

青柳 正美 下妻市教育委員会教育長 

高橋 昇  八千代町教育委員会教育長

横倉 和夫 県立下妻第一高等学校 学校長

折戸 喜美男  県立下妻第二高等学校 学校長 

   

安里 繁信 （社）日本青年会議所 直前会頭

羽田 美智子 女優

西田 文郎 西田塾 塾長（日本アホ会 会長） 

鬼沢 慎人  NPO法人茨城県経営品質協議会 代表理事 

 

（下妻地区） 下妻小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  下妻保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方  

  法泉寺保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  ふたば文化幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 



  下妻小友幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  大和保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  総上小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  いずみ幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  上妻小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  上妻幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  もみの木保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  大宝小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  大宝幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  大宝保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  騰波ノ江小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  騰波ノ江幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  豊加美小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  豊加美幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  高道祖小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  高道祖幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  西原保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  蚕飼小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  宗道小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  大形小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  ちよかわ幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  きぬ保育所 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

（八千代地区） 安静小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  中結城小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  下結城小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  中結城保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  安静保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  八千代中央幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  八千代ひかり幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方

  さわき幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  西豊田小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  川西小学校 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  たちばな幼稚園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  八千代保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

  みどりが丘保育園 の【夢キャンドル】で夢を描いた子ども達と先生方 

   

下妻市金融団（常陽銀行・筑波銀行・茨城県信用組合・結城信用金庫）

  常総元気塾

軽部 守彦 ネットワーカーしもつま・ＳＴＯＰ温暖化エコネットしもつま 会長

大島 浩 下妻市倫理法人会 会長 

熊倉 洋治 下妻ロータリークラブ会長

伊藤 光一 茨城八千代ライオンズクラブ 会長

外山 祟行  下妻市商工会 会長

中山 春子  下妻ボランティア連絡協議会 会長 

中村 まさ子 図書館ボランティアしもつま 会長 

小竹 昌子 千代川ボランティア会 会長 



飯泉  下妻母親クラブ あおむしクラブ 会長 

鈴木 ガールスカウト 

渡辺 一浩 社団法人下妻青年会議所 理事長

   

若林 純也 （社）日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会 元会長

野寄 誠三 （社）豊橋青年会議所 顧問

大場 雅之  （社）豊橋青年会議所 会員 

   

梅下 泰一 イオンリテール株式会社 ジャスコ下妻店 店長 

大賀 泰弘 イオンリテール株式会社 ジャスコ下妻店 店次長

   

井上 誠 粉とクリーム石窯夢工房 株式会社井上フード 代表取締役

生井 正行 有限会社八千代印刷 代表取締役

佐久間 宏嗣 株式会社アクトフードサービス 代表取締役

稲吉 英人 株式会社ヒデヨシジャパン（ちゃんちゃら） 代表取締役

鈴木 努 株式会社鈴木工務店 代表取締役

江田 雅人 有限会社茨城ワーク 

猪瀬 正一 常総ひかり農業協同組合 理事長

金 剛石  株式会社ジョイパック 代表取締役 

小口 泰永 小口設備工業株式会社 専務取締役

赤荻 秀康 株式会社アカオギ 代表取締役

渡辺 一浩 渡辺瓦工業有限会社

柴山 勝人 株式会社 石一筋 柴山石材 代表取締役 

安達 保 株式会社ユーキ 代表取締役

苅部 好美 有限会社苅部建設 代表取締役

藤本 保 タイセイポリマー株式会社 代表取締役

石塚 貴司 石塚産業株式会社 代表取締役

古橋 勇 フルハシタイヤ販売株式会社 代表取締役

軽部 守彦 軽部建築設計事務所 所長

鈴木 裕麿 医療法人 砂沼桜会 砂沼湖畔クリニック 院長

金子 嘉和 関東商事株式会社 代表取締役

高橋 進 株式会社インフィニティ・トランスポート・サービス 代表取締役

神田 賢一 ニチアスビルテック株式会社 代表取締役

竹中 孝行 ニチアス株式会社 結城工場 工場長

植木 一男 有限会社植木板金 代表取締役

高橋 彰 有限会社高橋建設 代表取締役

結束 俊之 アトリエ キドウ 代表取締役

生井 鋭 株式会社八幡屋 代表取締役

水柿 和則 有限会社水柿石材 代表取締役 

大島 浩 大島電気株式会社 代表取締役 

中岡 満 ばんどう太郎 下妻店 店長 

生井 勇 スズランロードハウス 代表取締役 

清水 昌男  株式会社橋本屋燃料店 代表取締役 

若林 隆 トステム株式会社下妻工場 工場長 

飯塚 武彦 株式会社旭生コン 代表取締役 

鈴木 幸男 鈴木鉄工建設株式会社  代表取締役

吉溪 哲也



株式会社よしたに商店 代表取締役 

中山 公彦 医療法人 怜真会 中山医院 理事長

中山 映志 なかやま歯科 院長

滝沢 友一 滝沢工務店 

高野 肇  株式会社下妻ホンダ  代表取締役

伊藤 光一 株式会社伊藤米穀 代表取締役

人見 久郎 株式会社ヒトミ 代表取締役

西村 雅一 株式会社茨城富士 代表取締役 

椎名 均  下妻地区遊技場組合 

関 良彦 法人会 青年部 

山野 欽也 有限会社山野新聞店 代表取締役

塙 正明 ハナワ物流株式会社 代表取締役

土屋 正明  イードリンコ関東関東株式会社 下妻営業所所長

倉持 茂通 株式会社 倉持薬局 代表取締役

坂入 誠 株式会社坂入商店 ダスキン大六天支店 代表取締役

斯波 元気 行政書士斯波元気事務所 所長

長瀬 行弘 株式会社ノーブルハウジング 代表取締役

伊藤 太郎 Mate学院

高木 敏 株式会社高商 代表取締役

平塚 一芳 フジクラクト株式会社

秋葉 健治 りらく整骨院

小竹 昌子 有限会社小竹農園 代表取締役

鈴木 和則 日進運輸株式会社 代表取締役

増田 省吾 介護サービスセンターうらら

古橋 英樹 茨城西三菱自動車販売株式会社 代表取締役

   

杉山 昌美 ほかほか弁当四季彩 代表取締役 

龍道 実 美容室Mｓ factory 代表

兼廣 實 有限会社手打追分 代表取締役 

田中 優輝 ケーズデンキ下妻パワフル館 店長 

野村 正則 麺'sクラブ 下妻店 店長

横関 芳松 横関建設株式会社 代表取締役

初沢 真一 初沢建設株式会社 代表取締役 

鈴木 一春 株式会社すずき 代表取締役 

櫻井 英雄 有限会社桜井企業 代表取締役 

野口 薫 野口商店 代表取締役 

吉田 健助 イタリア料理 芽キャベツ 砂沼公園通り店 店長 

猪瀬 太洋 とんこつラーメン黒竜 店長 

田崎 修吾 株式会社たさき 代表取締役 

熊倉 洋治  熊倉電気株式会社 代表取締役 

木村 輝彦 有限会社木村エンタープライズ 代表取締役

端 利一 株式会社端工務店 代表取締役  

小沼 祭二 小沼鐵工株式会社 代表取締役

田中 信子 太昭工業株式会社 代表取締役  

松田 利勝 松田接骨院 院長

仲内 定市 有限会社仲内設計 代表取締役 

老田 敦宣



高道祖郵便局 局長 

粟野 徹 有限会社粟野ハウジング 専務取締役

藤川 聡  吾作堂株式会社 代表取締役

薗部 正博 有限会社薗部組 代表取締役 

谷島 隆広  株式会社ヤジマ 代表取締役 

関 良彦 有限会社せき 代表取締役 

須永 浩夫 えびすや（厄除けだんご・お食事処） 

山内 光洋 大宝八幡宮 宮司 

  大宝保育園

田中 智美 有限会社タナカ自動車 代表取締役

関 通尋 炭火焼肉きらく 代表取締役

山口 政秀 ヤマグチ家具 代表取締役

池沢 秀樹 池沢労務管理事務所 所長

小笠原 喜一 あおぞら歯科医院 院長

富岡 致知 富岡印刷

飯村良助 飯村良助商店

松田 浩一 松田製茶

   

谷田部 猛 谷田部猛税理士事務所 所長

塚田 雄 塚田測量設計事務所 代表取締役

増子 利光  筑波商事 代表取締役 

木村 正一 ファミリーマート 千代川鬼怒支店

初沢 修 初沢接骨院 院長

篠嵜 亮   

山﨑 明正  

高橋 新一   

飛田 茂徳    

高橋 千代子   

高橋 春江  

高橋 弘美  

駒井 百代  

駒井 誠有  

小林 直仁  

しらかばラーメン八千代店

   

塚田 和三 めんや暁 店長

宮川 幹雄 セブンイレブン 下妻横根店 店長

石嶋 任 ビストロ・ウッドファーム 店長

大貫 弘貴 食彩酒房 ＡＵＢＥ 店長

  

  

  

  

  

  

   



★掲載順は呼びかけ賛同申込み順になっておりますので ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

  



  

キャンドルナイト2010しもつまやちよはすべて賛同人と賛同企業の 
あたたかい賛同金によってまかなわれています。 

 
 
 

 
 

キャンドルホルダー（特別賛同企業） 

 

特別賛同金 ５万円 

特別賛同金 ３万円 

ロゴマーク キャンドルホルダー名
口
数

コード

社団法人 
下妻青年会議所

2   

  

粉とクリーム 
石窯夢工房

2 INO

有限会社 
八千代印刷 

1 ＮMA

 

 株式会社 
アクトフードサービス

 1  INO

 

 

 

 
下妻市金融団 

 
 常陽銀行 下妻支店 

 常陽銀行 下妻東支店 
 常陽銀行 千代川支店  
 筑波銀行 下妻営業部 
  筑波銀行 上妻支店  

 筑波銀行 たかさい支店  
 筑波銀行 千代川支店  

 茨城県信用組合下妻支店 
 結城信用金庫 下妻支店 

  

1 SIB



 

 

ちゃんちゃら 1 IHI

  
 (株)鈴木工務店 1 INO

 

有限会社 
茨城ワーク 

1 EDA

 

常総ひかり 
農業協同組合

1 KOT

 
 株式会社ジョイパック 1 INO

 
 茨城八千代 

ライオンズクラブ
1 TAG

 
小口設備工業 

株式会社 
1 KOG

   株式会社アカオギ 1 INO

 
 渡辺瓦工業 

有限会社
1 WAT

 
 旭建設工業株式会社 1 SIB



       
 

キャンドルナイト2010しもつまやちよはすべて賛同人と賛同企業の 
あたたかい賛同金によってまかなわれています。 

 
 

 
 

温暖化防止運動をご理解していただき、キャンドルナイトへの思いを賛同金に託して、 
一緒に｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣の輪を広げる企業です。 

 

 

賛同金 １万円 

企業（団体）名 代表者名 コード 口数

株式会社 石一筋 柴山石材  柴山 勝人 KOT 2

株式会社ユーキ 安達 保 ADA 1

有限会社苅部建設 苅部 好美 SIB 1

タイセイポリマー株式会社 藤本 保 SIB 1

石塚産業株式会社 石塚 貴司 SIB 1

フルハシタイヤ販売株式会社  古橋 勇   TAK 1

軽部建築設計事務所 軽部 守彦 INO 1

医療法人 砂沼桜会 砂沼湖畔クリニック  鈴木 裕麿 INO 1

関東商事株式会社 金子 嘉和 INO 1

株式会社インフィニティ・トランスポート・サービス 高橋 進 TAK 1

有限会社シンワ  高橋 和裕 TAK 1

ニチアスビルテック株式会社 神田 賢一 INO  1

ニチアス株式会社 結城工場 竹中 孝行 INO  1

有限会社植木板金 植木 一男 SIB  1

有限会社高橋建設 高橋 彰 KOT 1

アトリエ キドウ 結束 俊之  KST 1

株式会社八幡屋 生井 鋭 KOT 1

有限会社水柿石材 水柿 和則 KOT 1

大島電気株式会社 大島 浩 INO 1

下妻倫理法人会  大島 浩 INO 1

ばんどう太郎 下妻店 中岡 満 INO 1

スズランロードハウス 生井 勇 NAM 1

下妻ロータリークラブ 熊倉 洋治  INO 1

株式会社橋本屋燃料店 清水 昌男 SIB 1



 
 

温暖化防止運動をご理解していただき、キャンドルナイトへの思いを賛同金に託して、 
一緒に｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣の輪を広げる企業です。 

賛同金 5千円 

トステム株式会社下妻工場 若林 隆 INO 1

株式会社旭生コン 飯塚 武彦 SIB 1

鈴木鉄工建設株式会社  鈴木 幸男  SIB 1

株式会社よしたに商店  吉溪 哲也  NAA 1

医療法人 怜真会 中山医院  中山 公彦  TAY 1

なかやま歯科  中山 映志  TAY 1

滝沢工務店  滝沢 友一  TAY 1

株式会社下妻ホンダ  高野 肇  TGO 1

株式会社伊藤米穀  伊藤 光一  ITM 1

株式会社ヒトミ  人見 久郎  SIB 1

株式会社茨城富士  西村 雅一 INO 1

下妻市商工会  外山 祟行 SIB 1

下妻地区遊戯場組合  椎名 均 INO 1

法人会  法人会 青年部 関 良彦 SIB 1

有限会社山野新聞店 山野 欽也 INO 1

イードリンコ関東関東株式会社下妻営業所 土屋 正明 INO 1

株式会社 倉持薬局 倉持 茂通 KOT 1

株式会社坂入商店 ダスキン大六天支店 坂入 誠 INO 1

行政書士斯波元気事務所 斯波 元気 SBG 1

株式会社ノーブルハウジング 長瀬 行弘 INO 1

Mate学院 伊藤 太郎 ITT 1

株式会社高商  高木 敏 TAG 1

フジクラクト株式会社 平塚 一芳 HIR 1

りらく整骨院 秋葉 健治 AKB 1

有限会社小竹農園 小竹 昌子 KOT 1

日進運輸株式会社 鈴木 和則 SZK 1

介護サービスセンターうらら 増田 省吾 MAT 1

茨城西三菱自動車販売株式会社 古橋 英樹 INO 1

松田製茶 松田 浩一 MAZ 1

企業（団体）名 代表者名 コード 口数

ほかほか弁当 四季彩 杉山 昌美 SIB 1

美容室 M's factory 龍道 実 SIB 1

有限会社 手打 追分 兼廣 實 KOT 1

ケーズデンキ下妻パワフル館  田中 優輝 INO 1



 

 

  

物資での賛同企業 

麺'sクラブ 下妻店  野村 正則 SIB 1

横関建設株式会社 横関 芳松 SIB 1

初沢建設株式会社 初沢 真一 SIB 1

株式会社すずき 鈴木 一春 SIB 1

有限会社桜井企業 櫻井 英雄 SIB 1

野口商会  野口 薫 SIB 1

イタリア料理芽キャベツ砂沼公園通り店 吉田 健助 INO 1

とんこつらーめん 黒竜 猪瀬 大洋 KOT 1

株式会社たさき  田崎 修吾 INO 1

熊倉電気株式会社  熊倉 洋治 INO 1

有限会社木村エンタープライズ  木村 輝彦 KOT 1

株式会社端工務店  端 利一 SIB 1

小沼鐵工株式会社 小沼 祭二  SIB 1

太昭工業株式会社 田中 信子  SIB 1

松田接骨院 松田 利勝  KOT 1

有限会社仲内設計  仲内 定市 NAA 1

高道祖郵便局  老田 敦宣 OIT 1

有限会社粟野ハウジング 粟野 徹 TAY 1

吾作堂株式会社 藤川 聡 NEM 1

有限会社薗部組 薗部 正博 SBM 1

株式会社ヤジマ 谷島 隆広 INO 1

有限会社せき 関 良彦 SIB 1

えびすや（厄除けだんご・お食事処） 須永 浩夫 SNG 1

大宝八幡宮 山内 光洋 SNG 1

大宝保育園  山内 光洋 SNG 1

有限会社タナカ自動車 田中 智美 TAK 1

炭火焼肉きらく 関 通尋 INO 1

ヤマグチ家具 山口 政秀 INO 1

池沢労務管理事務所 池沢 秀樹 INO 1

あおぞら歯科医院 小笠原 喜一 INO 1

富岡印刷 富岡 致知 TOM 1

飯村良助商店 飯村良助 WAT 1

株式会社大山硝子店 
キャンドルグラスタワーのガラス制
作提供

イー・ドリンコ関東株式会社
準備期間、当日のボランティアへ
の飲料の提供



 

キリン・ビバレッジ株式会社
準備期間、当日のボランティアへ
の飲料の提供

大塚製薬株式会社
当日のボランティアへのソイ・ジョ
イの提供



キャンドルナイト2010しもつまやちよはすべて賛同人と賛同企業の 
あたたかい賛同金によってまかなわれています。 

 
 
 

 
 

温暖化防止運動をご理解していただき、キャンドルナイトへの思いを賛同金に託して、 
一緒に｢キャンドルナイト2009しもつまやちよ｣の輪を広げる方々です。 

 
 

賛同人（個人） 1万円 

 

温暖化防止運動をご理解していただき、キャンドルナイトへの思いを賛同金に託して、 
一緒に｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣の輪を広げる方々です。 

賛同人（個人） 3千円 

個人名 口数 コード

谷田部猛（谷田部猛税理士事務所） 1 INO

個人名 口数 コード

折戸 喜美男 1 INO

塚田 雄（塚田測量設計事務所） 1 TAY

増子 利光（筑波商事） 1 INO

木村 正一（ファミリーマート 千代川鬼怒支
店） 1 SIB

初沢 修 初沢接骨院 1 INO

しらかばラーメン八千代店 1 WAT



 

温暖化防止運動をご理解していただき、キャンドルナイトへの思いを賛同金に託して、 
一緒に｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣の輪を広げる方々です。 

賛同人（個人） 千円 

 

 

 

個人名 口数 コード

篠嵜 亮 5 INO

飛田 茂徳 2 INO

山﨑 明正 5 INO

高橋 新一 5 TAK

高橋 千代子 1 TAK

高橋 春江 1 TAK

高橋 弘美 1 TAK

駒井 百代 1 TAK

駒井 誠有 1 TAK

小林 直仁 2 TOM



 
 
 
 

今年は『夢キャンドル１４，２８４本！』 
子ども達の夢が地球を救う。 

 

後援団体 

 

｢キャンドルナイト2010しもつまやちよ｣ 
の趣旨に賛同され、 

後援と惜しみないご協力を戴いている団体です。 
 

下妻市 
 

八千代町 
 

国立大学法人筑波大 
 

県立下妻第一高等学校 
 

県立下妻第二高等学校 
 

下妻市ボランティア連絡協議会 
 

図書館ボランティアしもつま（ボランティアサークル） 
 

浜木錦朗読の会（ボランティアサークル） 
 

母親クラブ あおむしクラブ（ボランティアサークル） 
 

下妻ガールスカウト 
 

財団法人ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日本連盟 下妻第一団 
 

ネットワーカーしもつま 
 

下妻市倫理法人会 
 



下妻市商工会 
 

下妻ロータリークラブ 
 

八千代ライオンズクラブ 
 

STOP！温暖化エコネットしもつま 
 

常総元気塾 
 

砂沼サンビーチ 
 

社団法人 水海道青年会議所 
 

社団法人 つくば青年会議所 

 
 
 
 

特別後援団体 

社団法人 下妻青年会議所 

 
 

主催 

キャンドルナイト2010しもつまやちよ実行委員会 
 
 
 

 



       

 

         

  

当日の営業を普段と違いキャンドルによって営業してくれるレストランやお店です。 
ご家族またはカップルで訪ねてみてはいかがでしょう。 

幻想的な雰囲気のもと素敵なお食事やお買い物になることうけあいです。！！ 

店名 電話 PRなど何か一言 コード

イオン下妻ショッピングセンター 0296-30-1700
店舗上の大型看板を消灯 
ブラックイルミネーション実施 
プレキャンドルナイト（10/13）実施

ケーズデンキ下妻パワフル館 0296-44-8899 店外大型看板消灯他

ちゃんちゃら 下妻店 0296-43-8892 イベント有り

ちゃんちゃら つくば店 029-875-8859 イベント有り

ほかほか弁当四季彩 0296-43-8188  

美容室Mｓ factory 0296-44-8112  

麺'sクラブ 下妻店 0296-43-6402  

手打 追分   

めんや暁 0296-43-9885  

セブンイレブン 下妻横根店 0296-44-7764    

軽部建築設計事務所 0296-44-3380  会社の電気消灯  

食彩酒房ＡＵＢＥ 0296-30-1345  電気消灯  

ビストロウッドファーム 0296-44-0891    

ニチアスビルテック株式会社 0296-43-7369  節電活動  

ニチアス株式会社 結城工場  0296-43-3121  節電活動   

有限会社高橋建設 0296-43-5662  外灯を消灯   

アトリエキドウ 0296-43-5418  看板消灯   

株式会社八幡屋  0296-44-4559     

ばんどう太郎 下妻店 0296-30-1231     

スズランロードハウス  0296-43-6435    

初沢建設株式会社  0296-44-3538  看板消灯   

株式会社すずき 0296-44-3824     



※登録順です。 

 

野口商会 0296-44-3608  外灯消灯   

イタリア料理芽キャベツ 砂沼通り店  0296-44-7272     

とんこつラーメン黒竜  0296-45-1520     

トステム株式会社下妻工場 0296-43-3111  外灯消灯  

鈴木鉄工建設株式会社  0296-44-6000  節電   

ビックマーチ 八千代店      

ビックマーチスロットクラブ 八千代店      

株式会社茨城富士  0296-43-3131  省エネ活動   

ダスキン大六天支店 0296-43-2166     

山口家具株式会社  0296-43-5181     

ファミリーマート 千代川鬼怒支店 0296-30-0031    

粉とクリーム石窯夢工房 下妻店 0296-43-0579    

粉とクリーム石窯夢工房 古河店 0280-32-0579    

       






