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開催のごあいさつ 

夢キャンドルナイト協議会 会長   井上 誠

昭和43年生まれ。下妻市出身。 

家族 妻、子３人、叔母 趣味 映画鑑賞

(株)井上フード(粉とクリーム)代表取締役

JCI senator-69136（国際青年会議所） 

この度の東日本大震災で被災されたすべての地域の皆様、ならびに関係者の皆様に、心よりお見舞
い申し上げます。この素晴らしい国、そして地域の一日も早い復興を切に願っております。 
 
さて、本年度、｢キャンドルナイト2011しもつまやちよ｣を第五回目として開催する運びとなりました。｢キ
ャンドルナイト2011しもつまやちよ｣は「～50年後の地球の未来の子ども達のために～」が大きなテーマ
の地球温暖化防止と子ども達の夢を次の世代へつなげる活動です。そしてまた本年はご存じのとおり
3月11日に大震災がおこり、茨城県もかつて経験したことのない未曾有の事態がおこりました。震災後
は各地のイベントなども自粛され、下妻市でも花火大会の自粛、全国各地でも自粛が多く見受けられ
ました。当イベントも開催を自粛との意見がありましたが、｢こんな時期だからこそやるべきだ｣との多く
の声を各方面からいただき、 
 
 
【子ども達の夢が詰まったキャンドルのあかりを東北の子ども達へ届けよう】 
と多くの思いが集結して、開催する次第となりました。 
 
 
本年のテーマは【大きな大きな夢の木】です。 
 
 
夢キャンドルは本年は様変わりし、リーフ（葉っぱ）を下妻市、八千代町全域の小学校、幼稚園、保育
園の子ども達が拾った葉に絵の具を塗り、版画にし、思い思いにデザインし、｢東北のおともだちへ｣と
題した応援のメッセージを添え、子ども達が描いた世界に二つとない思いが詰まったひとつひとつのリ
ーフ（葉）が会場では、幻想的な【大きな大きな夢の木】となり、キャンドルにあかりを灯します。筑波大
学貝島研究室チームの集大成のデザインです。大きな大きな夢の木には、【共に成長】というメッセー
ジが詰められています。ひとりひとりの成長。子ども達の成長。東北の子ども達の成長。そして、この国
の成長。会場の大きな大きな夢の木は復興を願い、東北地方の方向にむかって成長をしています。 
 
 
今回の震災で、私たち日本人はたくさんの大切なことを改めて学びました。助け合うこと。支えあうこ
と。自分以外の誰かのために、祈ること。私たちは、今回たくさんの方々と共に、キャンドルナイトでで
きることを通じて、震災の復興支援を行うことが使命であると考えます。そして、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。子ども達の未来



 
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５年前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。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。 
 
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、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、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2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

茨城県知事 橋本 昌

 地球温暖化防止とともに，被災地の子どもたちに夢や祈りを届けるため，復興支援「キャンドルナイト
2011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，今年で五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，趣旨に賛同し，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。 
さて，東日本大震災の発生から７か月が経過しました。被災された皆様には改めて心からお見舞いを
申し上げます。 
本県におきましても，想像を絶する甚大な被害を受けましたが，関係各位の御協力を賜りながら，現
在，早期の復旧・復興に向けて全力で取り組んでいるところです。 
また，この度の大震災は，電力不足という新たな問題を生み出しました。幸い，今夏は皆様方の御理
解と御協力により，社会生活に大きな影響を与える計画停電の実施を避けることができましたが，一
方で，今回の節電の取り組みは，地球温暖化防止に向け，省エネ型ライフスタイルへの転換を図るた
めの大きな契機となったところであります。 
県ではこれまでも，夏場の節電に取り組む「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」，夏至の日や７月７日のクールアースデーにおける県内一斉ライトダウ
ンの呼びかけなど，県民参加型の地球温暖化対策を積極的に推進してまいりました。 
車に頼らない社会づくりを目指す「ノーマイカーデー」には私自身も毎年参加しているところです。 
この度の大震災を受けて，地域における人と人のつながり，「絆」の強さが改めて見直されているとこ
ろでありますが，県といたしましては，こうした「県民総ぐるみでの地球温暖化対策」をより一層推進す
るとともに，未来を担う子どもたちが夢と希望を持てるいばらきづくりに精一杯取り組んでまいりたいと
考えております。 
最後に，下妻市，八千代町の子どもたちによる祈りのメッセージが描かれた「夢キャンドル」を，被災地
の子どもたちに届けようというこの度のイベントが，今後，地域のより一層の「絆」をはぐくみ，ますます
力強い活動へと発展していくことを御期待申し上げますとともに，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。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ



下妻市 市長 稲葉 本治

 「キャンドルナイト２０１１しもつまやちよ」が、多くの皆さまの参加のもと、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、皆さま方には、日頃から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、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 
 3月11日の東日本震災におきましては、当市でも甚大な被害を被り、大震災直後から、ライフラインが
ストップし、40時間51分もの長時間にわたる停電となり、不安のなか、ロウソクや懐中電灯を囲む生活
を余儀なくされました。 
 こうしたことから、電気が生活して行くなかで必需とされている現在、電気を含めたエネルギー政策に
問題提起がされ、大量の資源やエネルギー消費から快適性や利便性を追求してきた生活様式を改
め、資源やエネルギーを有効に活用した地球環境に与える負荷を低減して行く社会づくりが求められ
ております。 
 このような中、今年も「キャンドルナイト」が開催され、未来の地球環境のために行動する人々に深い
感動を与える「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
れており、新しい社会を創造する勇気を私たちに与えてくれます。 
 また、「キャンドルナイト」をとおして地域の方々が一丸となって、地域の活性化や震災復興の気持ち
をひとつにすることは、次世代を担う子どもたちの夢をサポートする第一歩につながると考えるところで
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ご協力により成り立っている住民主体のイベ
ントで、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２０１１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2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

茨城県議会議員 神達 岳志

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が下妻、八千代の皆様の協働より、今年も盛大に開催されます
ことを心からお喜び申し上げます。 
 夢キャンドルナイト協議会の井上誠代表をはじめ、関係各位の皆様のご尽力に対し深く感謝と敬意
を申しあげます。 
 五回目の開催となる本年は、特別な年になりました。 



東日本大震災という、戦後最大の未曽有の災害を経験し、改めて日本人としてのありようや、地域の
絆の大切さ、そして助け合い協力しあう大切さを考えさせられ、「がんばろう！日本！」「日本は一
つ！」「私たち一人一人が日本そのものです」という言葉があちこちで聞かれるようになりました。これ
をスローガンで終わらせることなく、今こそ私たち一人一人が、「今さえよければいい」「自分さえよけれ
ばいい」という風潮を吹き飛ばし、20年後、30年後、50年後のために、今できることを考え行動していく
ことが求められていると思います。 
その上でも、今回は被災地に思いをはせ、復興への力強い誓いをみなさんで共有し、環境問題という
大きな課題に、一人ひとりは微力ですが、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事は、大変意義深い
ものであると思います。 
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し、復興に向けた新たな1ペー
ジを開く素晴らしい事業になることを祈念し、ご挨拶と致します。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★



   

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

国立大学法人筑波大学長  山田 信博

 今年も「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が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，毎年,キャンドルナイトの活動に際し，実行委員会の皆様方をはじめ，活動の趣旨に賛同され
参加されている多くの団体，市民の皆様方の熱意と御尽力に深く敬意を表する次第です。 
3月11日の東日本大震災は,広範な地域に大きな被害をもたらしました。とりわけ甚大な被害を受けら
れた東北の太平洋沿岸の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の大震災は,信頼していた科学技
術や社会システムの限界をあらわにし,改めて人知を超えた自然の脅威を見せつけました。被災地域
の一日も早い復興を願うとともに,私達はこれらの限界や脅威を克服し,次代を担う子供たちが夢を持て
る安定した成熟社会の実現を目指していかなくてはなりません。 
 地球温暖化によっておこる影響は多岐にわたります。水資源,自然生態系,農業,健康等地球全体に
影響を及ぼすことが予測される，深刻な問題であります。本学も,「筑波大学環境方針」を定めて毎年
環境報告書を公表し,本学の環境問題に関する取り組みを社会に発信しております。本学では,他の地
域のモデルとなる低炭素社会づくりを進めるための「つくば環境スタイル行動計画」(つくば市)の実現
に向けて「つくばエコシティ推進グループ」を設置し,取り組みを推進しています。その一つである「エコド
ライブの啓発・教育・取り組み」に関しては,教職員がエコドライブ普及員養成教習会に参加して普及員
となり,教職員及び学生を対象とした教習会を実施し,着実に普及を進めています。また,昨年度は学内
にエコステーションを設置し,古紙，カン，ビン，ペットボトルなどを分別収集し,資源化できるよう運営を
開始しました。本年８月までの1年間に,約２８０ｔの廃棄物が資源として売却され，廃棄物削減とリサイ
クル推進に貢献すると共に,廃棄物処理費用の削減が実現できました。これらの取組が認められ,エコ・
リーグ（全国青年環境連盟）のＣａｍｐｕｓ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ実行委員会が主催する第２回エコ大
学ランキングで総合３位に入賞しました。 
「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が,未来を担う子供達にとって，地域一体となった地球温暖化問
題について深く考える契機となり，今後の力強い温暖化防止活動へと発展していくことを期待するとと
もに,子供達の造る夢キャンドルに込められたメッセージが,必ずや被災した東北の子供達を励ますこと
を祈念いたしまして,ご挨拶といたします。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ



筑波大学芸術学系 准教授 貝島桃代

しもつまやちよに夢の木を育てる 
 
復興支援「キャンドルナイト２０１１しもつまやちよ」開催おめでとうございます。 
 
研究室の学生たちと、会場構成デザインに関わらせていただくことになって２年目になります。 
昨年は地球を考えることから、地球のまわりの星々をめぐるデザインとしました。 
今年は３月１１日の東日本大震災で大変大きな被害をうけた東北のみなさんの復興を願い、 
夢の木をデザインしました。 
運動場のホームベースから芽えた木は、しもつやちよの子供たちが書いた手紙の葉を携えて、 
東北に向かって伸びていきます。 
 
東北のみなさんの復興を心から応援いたします。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

茨城県教育委員会教育長 小野寺 俊

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が，多くの方々の参加のもと、盛大に開催されますことを心から
お慶び申し上げます。 
 また,実行委員会の皆様をはじめ，活動趣旨に賛同された企業，団体，市民の皆様による地域ぐるみ
の取組に対し，心から敬意を表する次第でございます。 
 このたびの東日本大震災では，東北地方はじめ本県においても地震や津波により甚大な被害を受
け，さらに,福島第一原子力発電所の事故により，改めてエネルギーや私たちの生活の在り方が問わ
れております。 
 さて、世界的規模で進む地球温暖化は,人類の生存基盤さえもおびやかしかねない深刻な問題であ
ります。 
 私たちには、これらの問題を真摯に受け止め，かけがえのない地球を次の世代にしっかりと引き継い
でいく使命があります。 
 このような中，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」を合い言葉に，
全国規模でキャンドルナイトが展開され，下妻市・八千代町の皆様方が灯火の光を見ながら心豊か



な，また，心温まる夜を過ごすことは大変有意義であると考えております。 
さらに，今回は被災地に思いをはせ，復興への祈りのメッセージを込めた夢キャンドルを作り，東北の
子ども達に届ける取組も行われます。 
 夢キャンドルをはじめ,皆様方の復興への思いが被災地に届き,被災地の子ども達が一日も早く笑顔
を取り戻せることを願っております。 
 「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」の実施により，一人ひとりが普段の生活を振り返り，環境問題
や人と人との絆の大切さを改めて認識する契機となりますよう御期待申し上げ、御祝いの挨拶といた
します。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

下妻市教育委員会教育長 青柳 正美

「キャンドルナイト２０１１しもつまやちよ」が多くの方の参加のもと盛大に開催されますことを心からお
喜び申し上げます。 
 
 １年でたったの１日。それも，たったの２時間。 
 １０月２２日の夜に，電気を消して，キャンドルを灯し「環境のこと，家族のこと，友人のこと，将来のこ
と，そして自分のこと・・・・・。」 
 みんなで語り合ってみてはいかがでしょうか。 
 
 ２００１年にカナダで始まった自主停電運動は，日本での参加者は当初１００人程度でしたが，現在
「１，０００，０００人のキャンドルナイト」として，日本全国に呼びかけられていると聞いております。昨年
度，初めて参加した下妻市の小学生からは「ろうそくの光があまりにも明るいのでびっくりした。」「小さ
なろうそくの光で，心も温かくなった。」さらには，「ろうそくの光の美しさに引き込まれていきそうだっ
た。」等の感想が聞かれました。このキャンドルナイトで体験できるいつもと違う時間は，子どもたちにと
って想像以上に新鮮だったと思われます。そのため，１人でも多くの方に，このすばらしい時間を実感
してほしいと願っております。 
 そして，今年のキャンドルナイトには，３月１１日の東日本大震災で被災された多くの方に「追悼のあ
かりを灯そう。」という大きな意味もあります。キャンドルを砂沼湖畔に飾ることで，東日本大震災で亡く
なられた方々へのご冥福を祈ることになります。また，キャンドルを湖畔に飾ることで，被災された方々
に１日も早く穏やかな日が来ることを願ったり，被災地が復興することを願ったりすることにもなります。
さらに，「勇気のあかり」を灯すことで，復興への道を照らしながら，共に手を携えてみんなと歩む大切
な機会になると思います。私たちの灯す光は，疲弊した心を癒し，復興への道を照らす光となるはずで
す。 
 
 キャンドルナイトは，「でんきを消して，スローな夜を」を合い言葉に行われている地球温暖化を考え
るイベントです。今後，子どもたちのよりよい未来を考えていく上で環境問題は，決して避けて通ること
ができない人類の課題だと考えます。 
 そのため，是非，今年度５回目を迎えるこのイベントに１人でも多くの方に参加してほしいと願ってい
ます。 
  キャンドルを灯す，電気を消す，ライトダウンを実施する等，ほんの小さな活動に参加してみるだけで
も，普段の暮らしを見つめ直すきっかけになります。 
 「小さな一歩がこれからの未来を変えていきます。」 



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

八千代町教育長 高橋 昇

 昨年に引き続き「キャンドルナイト２０１１しもつまやちよ」第五回目として市民・町民の皆様のご協力
により盛大に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。 
 このイベントは、未来のこども達に夢を与え、地球環境を守り温暖化防止等の意識を 
深める契機とするものです。時宜に合った催しもので、関係者のご協力に敬意を表します。 
 ３月１１日の東日本大震災発生から六ケ月になります。大地震、大津波被害に加え、福島原発の事
故と、この度の震災が広域性・複合性など未曾有の大災害となって我が国全体に大きな衝撃が走りま
した。自然の脅威とともに科学の最先端とも言い得る原子力発電のあり得ない大きな事故でした。教
育に携わるものとして改めて科学の進歩の中で安全安心を第一とする考え方を教育の中で生かすこ
との大事さを痛感させられました。 
 少子化、高齢化等々は経済的にマイナス要因です。しかし、地球号として見ると人口増は如何か、こ
れからの３０年後に、世界人口は６０億から１００億人になるとの予測をする人もおります。経済的豊か
さよりも心豊かさを求める時代かもしれない。 
 さて、このキャンドルナイトの開催を機会に大自然の中のちっぽけな人間、森林の広大さに驚き、険
しい山、流れの速い渓流、美しい星空など、子供時代からのこのような自然体験をし、そして、自然と
人間の共生、自然あっての人間の生活、自然を生かした住み方等々、考える契機にして貰いたいと思
います。そして自然を愛でて、自然を畏怖する心を持った心豊かな大人に成長してほしいと思います。 
 最近、猛烈に暑い夏、台風の進路も時には大陸へとか、従来と違うコース、ゆっくりとした進み方、も
のすごい雨の量、身近な自然現象も変化したように感じられます。 
 小学校では、環境の保全や飲料水、電気、ガスの節電や節水などの資源の有効利用について学ぶ
ことになっております。人は自然と共生することが大切です。自然から学ぶことによって豊かな心が育
ち、夢も大きく育って行くことでしょう。 
 これからも、環境問題に取り組む「キャンドルナイトしもつまやちよ」の益々のご発展と関係者のご活
躍をご祈念申し上げ、ご挨拶と致します。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ



茨城県立下妻第一高等学校長 横倉 和夫

このたびは，第５回目の「キャンドルナイト201１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。 
本年は東日本大震災からの復興を願い，「被災地の子どもたちへ向けて祈りを込めて」というテーマの
もとに行われるとのことであります。 
私たちの地域も，停電・断水・家屋の損壊等の被害に遭いました。道路の寸断・ガソリンの供給不足等
も経験いたしました。そのような中で，日頃忘れていた電気や水道のありがたさ，人と人との助け合い
の大切さを学びました。そして何より私たちは地球環境を守りながら，私たちの生活を支えるエネルギ
ー資源を利用していかなければならないということの重要さを思い知ったのではないでしょうか。 
下妻八千代地区においては，まだ家屋等の修理が完了していないところもあり，震災の傷は完全には
癒えずというところもございますが，インフラ等はほぼ復旧しており通常の生活に近い状況になってい
るところも多いと思います。 
しかしながら，東北地方の地域ではやっと復興の入り口に立ったという状態です。今回のイベントが被
災された方々の一日も早い復興を願うと共に，改めてエネルギー資源と地球環境の両立について考
える機会となれば良いと思います。「キャンドルナイト201１しもつまやちよ」がこれからもますます盛ん
になり，支援の輪が大きく広がっていくことを祈念いたしまして，ご挨拶とさせていただきます。。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

下妻第二校長学校長 小島 淳

 「キャンドルナイトしもつまやちよ」の第５回目の開催にあたり，心よりお喜び申し上げます。また，下
妻第二高等学校は，第１回のキャンドルナイトから，生徒会役員やサッカー部の生徒を中心に参加さ
せていただいて参りましたが，本年度も参加させていただくことになり，重ねて感謝申し上げます。 
 今年度は第１回より継続しているテーマ「～５０年後の未来の子ども達へ～」に，「被災地の子ども達
へ向けて祈りを込めて」のテーマが加わりました。基本テーマは，地球温暖化をはじめとした環境問題
を，いかに伝え，問題意識を共有し，現在の環境を未来に残すべく行動することを願っていると思いま



す。 
 高等学校でも，「現代社会」・「保健」・「家庭総合」などの教科で，様々な環境問題を学習させておりま
す。それ故，知識として，人類は，火によって文明を築き，産業革命以降，文明を支えるために化石燃
料の大量消費を続け，その結果，二酸化炭素濃度の急激な増大を招き，温室効果により温暖化の危
機を招いたことを知っています。しかし，高等学校の日常の学習は座学が中心で，小・中学校と比べ体
験的な学習があまり実施できない現状があります。その意味で，一部の参加生徒ではありますが，環
境問題について考える一時を体験できるのは貴重であります。このイベントに参加した生徒を基点とし
て，下妻二高生の地球温暖化に対する意識が高まることを期待しています。 
 ３．１１の東日本大震災は，東北三県のみならず茨城にも甚大な被害をもたらしました。余震の続く
中，キャンドルナイトを強いられた不安な一夜を鮮明に覚えています。ただ，今回の震災で，私たち日
本人は，たくさんのことを再認識しました。現代の生活がいかに電力に依存していたか。自然の威力の
前には，極めて無力であること。インフラが崩壊すると生活にどれだけ支障が出るか。でも絶望だけで
はありません。「絆」で表現されるように，助け合うこと。支え合うこと。祈ること。復興への大きな足が
かりは，心の内にしか存在しないことを痛感したと思います。本校でも，この夏懸念された，電力需要
マイナス１５％ですが，余裕をもって達成できました。これも，多くの生徒の心に「絆」の灯火が灯ってい
たから達成できたと確信しています。闇に浮かぶキャンドルの明かりに，地球の未来環境維持も東北
の復興も，必ず達成できるという希望のかがやきが見えると思います。また，今回参加した高校生の
中から，この地域の中で活動し，このイベントを主体的に受け継いでゆく若者がたくさん育っていくこと
も願っています。 
 



   

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

公益社団法人 日本青年会議所 第58代会頭

シンバホールディングス株式会社 代表取締役CEO 安里 繁信

 このたびは、第五回目となる「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が  盛大に開催されますことを、
心より 
お祝い申し上げます。 
 「でんきを消して、スローな夜を」を合言葉に、下妻八千代町から発信された想いは、様々な自然災
害から 
未来の子どもたちを守る為、今私たちにできる事、今私たちがすべき事を考え・行動に移せる、大変意
義の 
あるすばらしい機会であると共感しております。 
 今日、日本のみならず、世界各地で猛威を振るう自然災害は、化石燃料の大量燃焼に起因する地
球温暖 
化を一例として、少なからず私たち人間の経済活動がその原因を作っているといわれております。これ
らの問 
題から目を背けず、私たち人類が英知を結集して、子供たちの未来を守っていく決意を一つにするキ
ャンドル 
ナイトであってほしいと祈念してやみません。 
 今年の3月11日の東日本大震災という未曾有の大災害により、多くの尊い命が失われ、たくさんの子
どもたちが悲しい思いをしました。しかし、この夢キャンドルの小さな灯りひとつひとつが、希望の光とし
て、これから一歩ずつ歩んでいく彼らの前を照らしていく事を願っております。 
 たくさんの愛で包まれた「キャンドルナイトしもつまやちよ」の益々のご活躍を祈念申し上げ、ご挨拶と
させて頂きます。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

西田先生



「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が今年も盛大に開催されますことを、心よりお祝い申しあげま
す。 
ちょうど５年前、当時アメリカの副大統領アルゴア氏の著作「不都合な真実」に衝撃を受けられた井上
誠氏より熱いメッセージをいただきました。 
 
「地球の温暖化に対して、今、私たちができることは何か」「小さくても良いから少しづつでもキャンドル
ナイトを広めていきたい」その熱い夢と志に心打たれたことを、今でもはっきりと覚えています。 
 
そして今回、今までにない規模で開催できますことに、随喜の念を抱いております。 
 
今年のテーマは「大きな大きな夢の木」 
 
人間が本当に苦しい時というのは、将来に対する夢も希望も消え失せた時です。 
悩みに落ち込んでいる人というのは、未来に何も楽しいことが描けず、何一つ夢がない状態になって
いるものです。 
苦しみを越える一番良い方法は夢を持つことです。夢こそ明日を逞しく生きる源泉となります。苦しい
環境にいる東北の方々も夢を持っている人というのはファイトがあります。夢があれば悩みや苦しみが
あっても元気がでます。夢のある時は少々の困難も試練として受け止め平気でいられるのです。 
『夢は生きる力』なのです。  
 
しかし、この「夢」は、一人ではとうてい実現出来ないものです。自分の夢の話しを聞いてくれる友がい
なければ夢を維持出来ないのです。 
夢を実現するのにはその夢を支えてくれる人が必要なのです。 
 
この「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」が東北の子供や大人たちに夢を与え、共に困難に打ち勝
つ勇気を与え、そして、日本の未来に必ず役立つことを確信しております。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「キャンドルナイト2011しもつまやちよ」開催のごあいさつ

下妻市商工会青年部 部長 増田 貴之

砂沼フレンドリーフェスティバル実行委員長 内山 学

 この度、「キャンドルナイト２０１１しもつまやちよ」が盛大に開催されますことは誠に喜ばしく心よりお
祝い申し上げます。 
 また、実行委員会の皆様をはじめ、事業内容に賛同する企業や個人の皆様に対しましては、地球温
暖化防止と子供たちの夢を次世代につなげることをテーマに第１回目の開催から継続して人とのつな
がりを大切にし、地域の多くの方に環境問題をはじめとした諸問題への興味や関心の喚起に努めるな
ど、日頃からのご尽力に対し心から敬意を表する次第でございます。 
 さて、今回の東日本大震災における被害は甚大かつ広大なものであり、福島第一原発の事故などか
つて経験した事のない状況の中、復旧作業が進んではおりますが今後も長期間にわたる支援活動が
必要とされております。 
 ここ下妻でも少なからぬ被害を受け半年を過ぎた現在も所々にその傷跡が残っておりますが、今回
「被災地の子どもたちへ向けて祈りを込めて」をテーマに開催されるということは、震災を振り返り今後
の復興のために自分たちができる事を改めて考える良い機会となると考えております。 
 私たち一人ひとりができる事は小さな事かもしれませんが、そうした日々の取り組みが大切であり、



今後「キャンドルナイト２０１１しもつまやちよ」を通じて、私たちの未来や取りまく環境などについて私た
ちそれぞれが考える機会を持つことが、次世代へ夢をつなげる大きな力となることを祈念いたしまし
て、ご挨拶とさせていただきます。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★



 
 

「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。 

 



 

 

 



 

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2011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。） 



★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2011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

ロゴマーク キャンドルホルダー名 口数 コード

粉とクリーム 
石窯夢工房

2 INO

有限会社 
八千代印刷

1 NAM

 
ホットランド 

北関東
1  

株式会社 
ジョイパック

1  

特別賛同金 ３万円

 
株式会社 

ムカサ
1 INO

 ホンダカーズ下妻 1 GOO

 
小口設備工業 

株式会社
1  



常総ひかり 
農業協同組合

1  

有限会社 
茨城ワーク

1  

 
茨城八千代 

ライオンズクラブ
1  

 
アイネックステレコム東京 

株式会社
1  



   

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

 谷田部猛 税理士事務所 谷田部 猛 INO 1

 株式会社 ノーブルハウジング 長瀬 行弘 INO 1

 有限会社 生井土建 生井 康之 SIB 1

 ニチアス 株式会社（結城工場） 石川 孝二 HIR 1

 ニチアスビルテック 株式会社 神田 賢一 HIR 1

 松田製茶 松田 浩一  1

 株式会社 エム・アール 生井 道明  1

 株式会社 粟野建設 粟野 仁  1

 壱番亭 下妻店 粟野 仁  1

 茨城西三菱自動車販売 株式会社 古橋 英樹 SZK 1

 日進運輸 株式会社 鈴木 和則 SZK 1

 株式会社 つくば柔整 秋葉 健治 SZK 1

 医療法人 怜真会 中山医院 中山 公彦  1

 なかやま歯科 中山 映志  1

 大島電気 株式会社 大島 浩  1

 有限会社 シンワ   1

 有限会社 水柿石材 水柿 和則  1

 関東商事 株式会社 金子 嘉和  1

 株式会社 鈴木工務店   1

 行政書士 斯波元気事務所 斯波 元気  1

 株式会社 よしたに商店 吉渓 哲也  1

 株式会社 測研茨城 小澤 正  1

 有限会社 野村瓦店 野村 至宏  1

 ばんどう太郎 下妻店 中岡 満  1

 山野新聞店   1

 有限会社 植木板金 植木 一男  1

 タイセイポリマー 株式会社   1

 横関建設 株式会社 横関 芳松  1

 株式会社 橋本屋燃料店   1

 社団法人 下館法人会 下妻地区会 苅部 好美  1

 有限会社 苅部建設 苅部 好美  1



 石塚産業 株式会社 石塚 貴司  1

 株式会社 八幡屋 生井 鋭  1

 鈴木鉄工建設 株式会社 鈴木 幸男  1

 有限会社 内田建設 内田 剛  1

 ドラッグストアクラモチ 下妻店 倉持 茂通  1

 砂沼湖畔クリニック 鈴木 裕麿  1

 ハナワ物流 株式会社 塙 正明  1

 下妻商工会 外山 祟行  1

 下妻ロータリークラブ   1

 ダスキン 六天支店 坂入 誠  1

 ライナー建設 株式会社   1

 ダイドービバレッジサービス 株式会社 下妻営業部 土屋 正明  1

 株式会社 茨城富士 西村 雅一  1

 花鳥風月 花 宮本 真二  1

 下妻地区遊技場組合 椎名 均  1

 シバサイン   1

 フルハシタイヤ販売 株式会社 橋本 勇  1

 株式会社 柴木材店 柴 芳男  1

 株式会社 根本工業 根本 昂一  1

 有限会社 大久保製作所 大久保 章  1

 株式会社 高商 高木 敏  1

 フジクラフト 株式会社 平塚 一芳  1

 軽部建設設計事務所 軽部 守彦  1

 滝沢工務店 滝沢 友一  1

 株式会社 伊藤米穀 伊藤 光一  1

 厨菜や くらもち 倉持 高志  1

 有限会社 小竹農園 小竹 薫  1

 太昭工業 株式会社 田中 昭一  1

 株式会社 石一筋 柴山石材 柴山 勝人  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

企業（団体）名 代表者名 コード 口数

 株式会社 ヤジマ 谷島 隆広 INO 1

 芽キャベツ（砂沼店） 吉田 健助 HIR 1

 池沢労務管理事務所 池沢 秀樹 INO 1

 有限会社 仲内設計 仲内 定市  1

 えびすや 須永 浩夫  1

 熊倉電気 株式会社 熊倉 洋治  1

 炭火焼肉 きらく 関 通尋  1

 有限会社 木村エンタープライズ 木村 進む   

 ヤマグチ家具 山口 政秀   

 ヤマナカ設備 山中 昇   

 百萬太郎 下妻店 為我井 直人   

 ほかほか弁当四季彩 杉山 昌美   

 ケーズデンキ 下妻店 黒沢 義広   

 高道祖郵便局 老田 敦宣   



 小沼繊工 株式会社 小沼 祭二   

 株式会社 千代川衛生 小沼 祭二   

 有限会社 せき    

 株式会社すずき 鈴木 一春   

 松田整骨院 松田 利勝   

 初沢建設 株式会社    

 とんこつらーめん黒竜 猪瀬 太洋   

 エムズファクトリー 龍道 実   

 株式会社 下妻スポーツ 木瀬 裕   

 有限会社 ヤマサ自動車 坂入 朝夫   

 麺'sクラブ 下妻店 野村 正則   

 有限会社 初沢工業所 初沢 洋水   

 有限会社 永田屋    

 有限会社 大竹自動車 大竹 孝之   

 うおとく 中島 貫一   

 おでんto一品料理 ごじゃっぺ 大久保 浩二   

 藤本産業 株式会社 藤本 正美   

 安静保育園 久保谷 寿美子   

 富岡印刷 富岡 致知   

 大月建材 有限会社 大月 勝美   

 有限会社 市川建築 市川 政義   

 株式会社 旭生コン 飯塚 武彦   

 有限会社 横島レンタカー整備 横島 忠男   

 有限会社 薗部組 薗部 正博   

 Mate学院 伊藤 太郎   

 あとりえきどう 結束 俊之   

 あおぞら歯科医院 小笠原 喜一   

 有限会社 桜井企業 櫻井 英雄   

 有限会社 手打追分 兼廣 實   

 有限会社 粟野ハウジング 粟野 徹   

物資での賛同企業

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

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

ダイドー 準備期間、当日のボランディアへの飲物の提供



   

キャンドルナイト2011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2011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

個人名 口数 コード

   

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2011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

 塚田 雄（塚田測量設計事務所） 1  

 青柳 正之 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2011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

 篠崎 亮 5  

 高橋 新一 5  



 
 
 
 

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2011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） 

  

浜木綿朗読の会（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 

  

砂沼サンビーチ 

  

社団法人 水海道青年会議所 

  

イオン下妻ショッピングセンター 

  

下妻千代川ライオンズクラブ 

  

 
 

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2011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

 イオン下妻ショッピングセンター 0296-30-1700  ﾌﾞﾗｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ実施

 ケーズデンキ下妻パワフル館 0296-44-8899  ﾌﾞﾗｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ実施

 ちゃんちゃら 下妻店 0296-43-8892  

 ちゃんちゃら つくば店 029-875-8859  

 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  

 食彩酒房AUBE 0296-30-1345  

 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  

 ニチアス株式会社 結城工場 0296-43-3121  

 有限会社高橋建設 0296-43-5662  

 アトリエキドウ 0296-43-5418  

 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 0296-44-3438  

 株式会社すずき 0296-44-3824  

 野口商会 0296-44-3608  

 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  

 鈴木鉄工建設株式会社 0296-44-6000  

 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  

 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  

 マクドナルド下妻店   ﾌﾞﾗｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ実施

   

※登録順です






