


茨城県知事
橋本　昌

　さて，東日本大震災から２年半余りが経過いたしましたが，本格的な復興への道のりは半ばであり，
県では，災害に強い県土づくりや風評被害の払拭に全力で取り組んでいるところです。
　一方，我が国では，震災や原発事故の影響に加え，地球温暖化の防止やエネルギー問題など
様々な課題に直面しております。
　特に，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
深刻な問題であり，その解決のためには，県民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。
　このため，県では，家庭でエネルギー使用量の削減に取り組む「いばらきエコチャレンジ事業」や，
参加店舗数が全国トップレベルの「レジ袋無料配布中止運動」をはじめ，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，様々な県民運動を展開しております。
　また，毎月第３日曜日を「家庭の日」，11月１日を「いばらき教育の日」と定め，家庭や地域が連携
しながら将来の茨城を担う子どもたちの育成にも力を注いでいるところです。
 このような中，下妻市，八千代町において，広く地球温暖化対策を呼びかけるとともに，全小学校の
子どもたちが“家族への感謝の気持ちと将来の夢”をキャンドルに描く本イベントが開催されますことは，
地域が一体となって，環境問題だけでなく，ふるさとや家族についても考える契機として，大変意義
深いことと考えております。
　このイベントが，今後ますます力強い活動へと発展していくことを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。

■行政関係より

■メッセージ
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下妻市長
稲葉　本治

　「キャンドルナイト２０１３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、キャンドルナイト実行委員会の皆様をはじめ、地球環境を守る活動をされている市民の方や
各団体の皆さまにつきましては、改めまして敬意と感謝を申し上げます。
　キャンドルナイトの合言葉は、「50年後の子どもたちのためにきれいな地球を残したい」ということで
ありますが、温暖化問題をはじめとする地球規模の課題や、局地的な災害への対策等問題が山積み
になっております。
　また、東日本大震災の復興を見ましても、これまで、道路の復旧などハード面を構築して来ましたが、
これからは、子どもからお年寄りまで地域のつながりを基礎とするまちの復興が求められております。
そのため、「夢キャンドル」に寄せられた未来の子どもたちの希望の糧になる取り組みを継続していく
ことが、将来のみんなの笑顔が約束されることに通ずると信じております。
煌めくキャンドルの炎が私たちに語りかける、「家族とは」「幸福とは」「絆とは」何かを胸に刻み、私たち
大人も地域が一丸となってまちの活性化や災害復興に気持ちをひとつにして取り組んで参ります。
本市といたしましても、当イベントを後援させていただき会の成功を心からご祈念申し上げます。
　結びに、参加される関係者の皆様のご活躍をお祈りし、お祝いの言葉とさせていただきます。
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八千代町長　大久保　　司

　この度は、「キャンドルナイト2013しもつまやちよ」を盛大に開催されましたことを、心から
お慶び申しあげます。
　「でんきを消して、スローな夜を。」の合言葉が定着し、皆様の地球温暖化対策への取り組みが
７年目を迎えまして、共感を呼ぶ人々が増えたのではないでしょうか。実行委員会の皆様の
ご努力に対しまして深く敬意を表する次第であります。
　地球温暖化問題、東日本大震災等、環境問題や自然災害が増えております。外気温度や海水
温度の上昇が、気候にも大きく影響を及ぼしているようです。近年の自然災害は、集中豪雨に
よる河川の氾濫や突風により、数十年に一度という想定外の被害をもたらしております。
考えますと、これも、人類が生活の豊かさを望んだ故(ゆえ)の大自然からの購(あがな)いかも
知れません。環境学者が警鐘を鳴らし、地球規模での温暖化対策を打ち出しておりますが、
世界各国の足並みが整わないのは、誠に残念でなりません。
　また、東日本大震災においては、仮設住宅に住んでいる人たちがまだまだ多く、復興への道は
険しい状況です。福島原発事故においても、国の早急な対応が望まれます。ともに、私たち国民
の復興への取り組みが喫緊(きっきん)となっております。
　今回の「キャンドルナイト2013しもつまやちよ」は、子どもたちに明るい地球の未来を創りだす
ことを願い、地球温暖化問題について、さらなる理解を深め、考える機会を提供するイベントに
なるはずです。
　愛するふるさとへのメッセージや震災復興への祈りをこめて、夢キャンドルの火を灯していただき
たいと思います。そして、このイベントを通して「地球温暖化ストップの警鐘」を鳴らし、私たちも早急
に個々に出来るものから、実践していきましょう。
　これからも、下妻青年会議所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
手を尽くされた実行委員の皆さんに感謝を申しあげ、お祝いのご挨拶といたします。

http://cn2050.jp/wp2013/wp-content/uploads/ibarakitiji.jpg
http://cn2050.jp/wp2013/wp-content/uploads/inaba.jpg


茨城県教育委員会教育長
小野寺　俊

　「キャンドルナイト2013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。
　平成23年３月の東日本大震災では，東北地方を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，改めて私たちの生活の在り方が問われ
ております。
　一方，電力を取り巻く環境もここ数年変化してきており，企業等が再生可能エネルギー施設の設置
のため，茨城県にも進出してきております。平成24年7月14日から「再生可能エネルギーの固定価格
買取制度」が始まったこともあり，太陽光発電の施設は県内各地に広まっております。また，風力発
電施設は陸上だけではなく，本県の海岸線を生かし，鹿島港の沖合に洋上風力発電施設も設置
されております。昨年７月から今年５月末までの期間に国が認定した県内施設の総出力は，原発
１機分に相当する133万4546キロワットと，全国２位となりました。
　このような中，「でんきを消して，スローな夜を」を合い言葉に，地域の方々の気持ちがひとつになり，
ふるさとを愛する心，また，家族の大切にする心をさらに強く持っていただけることを願っております。
　「キャンドルナイト2013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。

■メッセージ

■教育関係より

http://cn2050.jp/wp2013/wp-content/uploads/7d67604ed5403b96aa9cc47b8fdb1740.jpg
http://cn2050.jp/wp2013/wp-content/uploads/irikou-isikawa.jpg


下妻市教育委員会教育長　青柳　正美

　第７回「キャンドルナイト２０１３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。　

　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。下妻市教育委員会においても，子どもたちのよりよい未来を願い，自然
保護や環境問題について考えているさまざまな取り組みを応援しております。
　ここで子どもたちが取り組んでいる環境保護活動をいくつか紹介させていただきます。　

　まず，鬼怒川での「水辺の楽校（自然体験活動）」です。
　「花と一万人の会」が中心となり，鬼怒川を美しく自然豊かな川へと再生してくださいました。
現在，子どもたちが鬼怒川沿いのワンド（人工の小川）や土手をフィールドにして，植物や昆虫，
小魚等の生態に関心を高めたり，Eボート大会に参加したりして水辺の楽しさを満喫しております。
また，水辺を守るために，大人と子どもたちが一緒になって河川敷のごみ拾いをしたり，ポピー
の種まきをしたりして，川への思いが世代を超えてつながっています。

　また，市内の学校には，環境教育の一環として，ペットボトルキャップを集めるリサイクル運動を
おこなっている学校があります。ペットボトルキャップ４３０個を焼却すると３１５０ｇの二酸化炭素が
排出されます。しかし，ペットボトルキャップを集め，ＮＰＯ法人エコキャップ推進委員会に送ると，
ワクチン代に変わります。約４３０個で１０円のワクチン代になります。ポリオワクチンは２０円
なので，２０円で一人の子どもの命が救えます。ペットボトルキャップで世界の子どもたちを救う
ためリサイクル運動に励んでいます。

　最後に，国蝶「オオムラサキ」の保護活動です。
　小貝川に広がる「ふれあい公園」は，豊かな自然林が残され，オオムラサキをはじめ珍しい
昆虫や植物の宝庫となっています。市内のいくつかの小学校では，「オオムラサキと森と文化
の会」の丁寧なご指導を受けながら，羽化させたオオムラサキを放蝶するという活動に取り組
んでおります。６月に自分たちの育てたオオムラサキが華麗に空を飛ぶ姿を見て，子どもたち
は「自分たちの力で国蝶を育てることができた。」「オオムラサキの森を守ることができた。」と
いう自信や成就感を持ち，毎年その美しさに感動してます。

　本市のいくつかの取り組みを紹介させていただきましたが，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，
ぜひ，今年で７回目をむかえるこのイベントに一人でも多くの方に参加してほしいと願っています。
そして，２時間電気を消して，キャンドルで過ごしながら，環境のこと，家族のこと，友人のこと，
将来のこと・・・・・。みんなで語り合ってみてはいかがでしょうか。

　小さな一歩，これがこれからの未来を作り出します。
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下妻第一高等学校長　
石川　弘

　「でんきを消して，スローな夜を」を合い言葉に地球温暖化を考える「キャンドルナイト２０１３
しもつまやちよ」が，関係者の皆様のご尽力に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。
　下妻一高では，数年前より本イベントに生徒会の役員を中心に参加させていただいており
ましたが，昨年から，新たに為桜応援団の発表の場を提供していただき，団員の活動に対する
大きな励みともなっております。ご配慮いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
　さて，皆さんは「ツバル」という国をご存知でしょうか。南太平洋に浮かぶサンゴ礁でできて
いる人口約１万人の，９つの島からなる小さな国です。農業ができる広い土地もなく，石油など
の資源もなく，「人間」が唯一の資源だといって，しっかりとした教育が行われています。島全体
が大きな家族のようになっていて「コミュニティ」をつくり，島にあるすべてのものはみんなのもの
で，家々にはカギがなく，地上の「楽園」と言われています。
　その楽園に今異変が起きているというのです。もともと海抜１メートルぐらいしかなかった
ツバルの島々に，最近高潮が押し寄せ，家が水に浸かってしまうのです。その被害がだんだん
ひどくなり，「デプカサビリビリ」という島は，ほとんど沈んでしまいました。その原因は，地球温
暖化による海面上昇といわれています。
　世界各国の研究者が，地球温暖化の研究をしています。その研究によると，このままでは
２１世紀末には，この地球の温度は最大で６.４度上昇し，海面は最大で５９センチメートル上昇
するとのことです。そうなると海抜１メートルのツバルは本当に沈んでしまうかもしれません。
今ツバルの井戸は，海面の上昇により海水が混じって飲めなくなってしまい，雨水が唯一の
飲み水となっています。小さな島国ツバルで起こっていることは，地球の未来の姿なのかも
しれません。
　今夜は，将来日本でも起こりうる身近な問題として，地球の温暖化について，生徒たちととも
に真剣に考えてみる機会としたいと思います。
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下妻第二校長学校長　小島　淳

　「キャンドルナイト２０１３しもつまやちよ」の開催にあたり，心よりお喜び申し上げます。今回で
７回目となる開催ですが，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。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。
　今年の夏の極端な天候について，気象庁は９月２日付けで分析結果を発表しました。その
概要は，高知県四万十市で41.0℃となり最高気温の日本記録を更新し，多くの地点（143地点）
で最高気温の記録を更新しました。また，一部地域で，過去に経験したことのない豪雨に見舞わ
れたり，極端に雨の少ない地域もありましたと報告されています。さらには，夏の平均気温の
上昇や，猛暑日の増加傾向には，地球温暖化の影響が現れていると結んでいます。
　高等学校でも，「現代社会」・「保健」・「理科」・「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，
温暖化の危機に陥っていることを知っています。しかし，高等学校の通常の学習は授業が中心
で，小・中学校と比べ体験的な学習をあまり実施できていない現状があります。それ故，一部の
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達を基点として，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。
　ここ数年恒常化してしまったかのような真夏日の連続，ゲリラ豪雨の発生とそれに伴う雷被害
または竜巻の発生，そして巨大な台風の発生などは，明らかに地球温暖化の危険なサインで
あると考えられます。闇に浮かぶキャンドルの明かりに，地球の未来環境維持という大きな
目標を，必ず達成できるという希望のかがやきを見たいと思います。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。
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■呼びかけ人

｢キャンドルナイト2013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人々です

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、ご協力をされる人々です。

（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。）

No 団体・企業名 役職 お名前

1 茨城県 知事 橋本　昌

2 下妻市 市長 稲葉本治

3 八千代町 町長 大久保　司

4 茨城県教育委員会 教育長 小野寺　俊

5 下妻市教育委員会 教育長 青柳　正美

6 茨城県立下妻第一高等学校 学校長 石川　弘

7 茨城県立下妻第二高等学校 学校長 小島　淳

8 ちよかわ幼稚園

9 蚕飼小学校

10 下妻小友幼稚園

11 いずみ幼稚園

12 下妻保育園

13 下妻小学校

14 豊加美幼稚園

15 豊加美小学校

16 きぬ保育所

17 高道祖小学校

18 高道祖幼稚園

19 西原保育園

20 騰波ノ江小学校

21 騰波ノ江幼稚園

22 総上小学校

23 大宝幼稚園

24 大宝小学校

25 大宝保育園

26 上妻小学校

27 上妻幼稚園

28 もみのき保育園

29 大形小学校

30 法泉寺保育園

31 弘徳保育園

32 宗道小学校

33 ふたば文化幼稚園

34 川西小学校

夢キャンドルを描いた子供たち

及び教員先生、保護者様



35 たちばな幼稚園

36 みどりが丘保育園

37 中結城保育園

38 八千代保育園

39 八千代中央幼稚園

40 中結城小学校

41 さわき幼稚園

42 千代ひかり幼稚園

43 西豊田小学校

44 安静保育園

45 安静小学校

46 下結城小学校

47 ひかり保育園

48 (株)井上フード 代表取締役 井上 誠

49 下妻市金融団

50 小口設備工業　（株） 専務取締役 小口　泰永

51 ホンダカーズ下妻 高野 肇

52 茨城八千代ライオンズクラブ 会長 大久保　静

53 滝沢工務店 滝沢 友一

54 笠島造園 代表 笠島　節男

55 花鳥風月　-花- 代表 長谷川 豊

56 (有)スズショウ　グループホームデイサービス　えがお 小口　将人

57 （株）　八幡屋 代表取締役 生井 鋭

58 （株）エムアール 生井 道明

59 イオンリテール （株）　イオン下妻店 店長 野村　隆

60 ニチアス（株）　結城工場 工場長 石川　孝二

61 ハナワ物流 （株） 代表取締役 塙 正明

62 ふあい下妻　ビアスパーク下妻

63 フルハシタイヤ販売（株） 古橋 勇

64 医療法人　怜真会　中山医院 理事長 中山 公彦

65 なかやま歯科 中山 映志

66 横関建設（株） 代表取締役 横関 芳松

67 （有）ヘルスケア下妻 増田 貴之

68 （株） よしたに商店 吉渓 哲也

69 （株） 橋本屋燃料店 代表取締役 清水 昌男

70 軽部建築設計事務所 軽部 守彦

71 大島電気 （株） 大島 浩

72 （有） 苅部建設 代表取締役 苅部 好美

73 （有）　植木鈑金 代表取締役 植木 一男

74 （株）　下妻スポーツクラブ 代表取締役 木瀬　裕

75 シバサイン

76 アネックステレコム東京（株） 小林直仁

77 下妻地区遊技場組合 椎名　均

78 （株）ジョイパック 代表取締役 金　剛石

夢キャンドルを描いた子供たち

及び教員先生、保護者様



79 下妻ロータリークラブ 柴　芳男

80 下妻市商工会 会長 外山 崇行

81 （有）シンワ（ボヌール）

82 (株）オリオン急配 八木下　隆司

83 下妻千代川ライオンズクラブ 大和田　英雄

84 下妻市倫理法人会 江面　松男

85 (株)ワンエイティ 小林

86 ドラックストアクラモチ下妻支店 倉持 茂通

87 猪瀬鉄工所 猪瀬 和之

88 フジクラフト（株） 平塚 一芳

89 （株）　高商 高木 敏

90 行政書士欺波元気事務所 斯波 元気

91 大宝八幡宮社会福祉法人 やはた福祉会　大宝保育園 代表役員 山内 光洋

92 （有）　小竹農園 小竹 昌子

93 （有）　仲内設計 仲内 定市

94 （有）　内田建設 取締役 内田　剛

95 えびすや 須永　眞士

96 （有）　薗部組 薗部　正博

97 富岡印刷 富岡 致知

98 魚徳 中島 博

99 松田製茶 松田 浩一

100 （株）　測研茨城 代表取締役 九嶋　寛

101 （有）　野村瓦店 代表取締役 野村　至宏

102 （有）　八千代組合 増山　泰英

103 小堀建材 小堀　和明

104 塚田建材（株） 塚田　清

105 （有）　鶴見電設 鶴見　寧

106 （株）　サンエレックス 代表取締役 野村　康祐

107 Ｍaｔe学院 代表 伊藤 太郎

108 ダイドービバレッジサービス（株）つくば営業所

109 イタリア料理 芽キャベツ　砂沼公園通り

110 ケーズデンキ下妻店 店長 田中 優輝

111 （有）スズランロードハウス 生井 浩司

112 とんこつラーメン黒竜

113 ばんどう太郎　下妻店 新谷　勝

114 ほかほか弁当四季彩 杉山 昌美

115 （株）　すずき 鈴木 一春

116 （株）　ヤナシマ 梁嶋 尚文

117 （株）　旭生コン 代表取締役 飯塚 武彦

118 （株）　下妻建設 山本 明宏

119 （株）　木田ストアー 代表取締役 青柳 正之

120 （株）坂入商店　ダスキン大六天支店 坂入 誠

121 熊倉電気（株） 代表取締役 熊倉 洋治

122 初沢接骨院 初沢 修



123 松田接骨院 松田 利勝

124 炭火焼肉　きらく 関 通尋

125 池沢労務管理事務所 池沢 秀樹

126 （有）　せき 代表取締役 関 良彦

127 （有）　桜井企業 桜井 鉄男

128 （有）　手打追分 代表取締役 兼廣 實

129 （有）木村エンタープライズ 木村 輝彦

130 （有）初沢工業所 代表取締役 初沢　洋水

131 あおぞら歯科医院 院長 小笠原　喜一

132 （有）横島レンタカー整備 横島　忠男

133 （有）市川建築 市川　政義

134 大月建材（有） 大月　勝美

135 おでんto一品料理　ごじゃっぺ 大久保　浩二

136 紫葉寿司 斯波すみれ

137 社会福祉法人　安静保育園 久保谷寿美子

138 （有）クシタ建設 串田よしの

139 （有）下妻緑化土木 阿部　順子

140 （有）広瀬瓦店 広瀬　栄

141 茨城トヨタ自動車（株）下妻店

142 八千代ひかり幼稚園 小川　敏雄

143 百萬太郎 下妻店

144 塚田測量設計事務所 塚田 雄

★掲載順は呼びかけ賛同申込み順になっておりますので



■賛同人キャンドルホルダー

キャンドルホルダー（特別賛同企業）

特別賛同金（５万円）

No 団体・企業名 役職 お名前 口数

1 (株)井上フード 代表取締
役

井上　誠 2

2 下妻市金融団 1

特別賛同金（３万円）

No 団体・企業名 役職 お名前 口数

1 小口設備工業　（株） 専務取締
役

小口　泰永 1

2 ホンダカーズ下妻 高野 肇 1

2 茨城八千代ライオンズクラブ 会長 大久保　静 1

★掲載順は呼びかけ賛同申込み順になっておりますので

http://cn2050.jp/wp2013/wp-content/uploads/ch-w.jpg


■賛同人（企業）

賛同金（１万円）

No 団体・企業名 役職 お名前 口数

1 滝沢工務店 滝沢 友一 1

2 笠島造園 代表 笠島　節男 1

3 花鳥風月　-花- 代表 長谷川 豊 1

4 (有)スズショウ　グループホームデイサービス　えがお 小口　将人 1

5 （株）　八幡屋 代表取締
役

生井 鋭 1

6 （株）エムアール 生井 道明 1

7 イオンリテール （株）　イオン下妻店 店長 野村　隆 1

8 ニチアス（株）　結城工場 工場長 石川　孝二 1

9 ハナワ物流 （株） 代表取締
役

塙 正明 1

10 ふあい下妻　ビアスパーク下妻 1

11 フルハシタイヤ販売（株） 古橋 勇 1

12 医療法人　怜真会　中山医院 理事長 中山 公彦 1

13 なかやま歯科 中山 映志 1

14 横関建設（株） 代表取締役 横関 芳松 1

15 （有）ヘルスケア下妻 増田 貴之 1

16 （株） よしたに商店 吉渓 哲也 1

17 （株） 橋本屋燃料店 代表取締
役

清水 昌男 1

18 軽部建築設計事務所 軽部 守彦 1

19 大島電気 （株） 大島 浩 1

20 （有） 苅部建設 代表取締役 苅部 好美 1

21 （有）　植木鈑金 代表取締
役

植木 一男 1

22 （株）　下妻スポーツクラブ 代表取締役 木瀬　裕 1

23 シバサイン 1

24 アネックステレコム東京（株） 小林直仁 1

25 下妻地区遊技場組合 椎名　均 1

26 （株）ジョイパック 代表取締役 金　剛石 1

27 下妻ロータリークラブ 柴　芳男 1

28 下妻市商工会 会長 外山 崇行 1

29 （有）シンワ（ボヌール） 1

30 (株）オリオン急配 八木下　隆
司

1

http://cn2050.jp/wp2013/wp-content/uploads/cs-w.jpg


31 下妻千代川ライオンズクラブ 大和田　英
雄

1

32 下妻市倫理法人会 江面　松男 1

33 (株)ワンエイティ 小林 1

34 ドラックストアクラモチ下妻支店 倉持 茂通 1

35 猪瀬鉄工所 猪瀬 和之 1

賛同金（５千円）

No 団体・企業名 役職 お名前 口数

1 フジクラフト（株） 平塚 一芳 1

2 （株）　高商 高木 敏 1

3 行政書士欺波元気事務所 斯波 元気 1

4 大宝八幡宮社会福祉法人 やはた福祉会　大宝保育園 代表役員 山内 光洋 1

5 （有）　小竹農園 小竹 昌子 1

6 （有）　仲内設計 仲内 定市 1

7 （有）　内田建設 取締役 内田　剛 1

8 えびすや 須永　眞士 1

9 （有）　薗部組 薗部　正博 1

10 富岡印刷 富岡 致知 1

11 魚徳 中島 博 1

12 松田製茶 松田 浩一 1

13 （株）　測研茨城 代表取締役 九嶋　寛 1

14 （有）　野村瓦店 代表取締役 野村　至宏 1

15 （有）　八千代組合 増山　泰英 1

16 小堀建材 小堀　和明 1

17 塚田建材（株） 塚田　清 1

18 （有）　鶴見電設 鶴見　寧 1
19 （株）　サンエレックス 代表取締役 野村　康祐 1

20 Ｍaｔe学院 代表 伊藤 太郎 1
21 ダイドービバレッジサービス（株）つくば営業所 1
22 イタリア料理 芽キャベツ　砂沼公園通り 1

23 ケーズデンキ下妻店 店長 田中 優輝 1
24 （有）スズランロードハウス 生井 浩司 1
25 とんこつラーメン黒竜 1

26 ばんどう太郎　下妻店 新谷　勝 1
27 ほかほか弁当四季彩 杉山 昌美 1

28 （株）　すずき 鈴木 一春 1
29 （株）　ヤナシマ 梁嶋 尚文 1
30 （株）　旭生コン 代表取締役 飯塚 武彦 1

31 （株）　下妻建設 山本 明宏 1
32 （株）　木田ストアー 代表取締役 青柳 正之 1
33 （株）坂入商店　ダスキン大六天支店 坂入 誠 1

34 熊倉電気（株） 代表取締
役

熊倉 洋治 1
35 初沢接骨院 初沢 修 1
36 松田接骨院 松田 利勝 1

37 炭火焼肉　きらく 関 通尋 1
38 池沢労務管理事務所 池沢 秀樹 1
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39 （有）　せき 代表取締役 関 良彦 1

40 （有）　桜井企業 桜井 鉄男 1
41 （有）　手打追分 代表取締役 兼廣 實 1
42 （有）木村エンタープライズ 木村 輝彦 1

43 （有）初沢工業所 代表取締
役

初沢　洋水 1
44 あおぞら歯科医院 院長 小笠原　喜一 1

45 （有）横島レンタカー整備 横島　忠男 1
46 （有）市川建築 市川　政義 1
47 大月建材（有） 大月　勝美 1

48 おでんto一品料理　ごじゃっぺ 大久保　浩
二

1
49 紫葉寿司 斯波すみれ 1

50 社会福祉法人　安静保育園
久保谷寿美
子

1

51 （有）クシタ建設 串田よしの 1
52 （有）下妻緑化土木 阿部　順子 1
53 （有）広瀬瓦店 広瀬　栄 1

54 茨城トヨタ自動車（株）下妻店 1
55 八千代ひかり幼稚園 小川　敏雄 1

物資による賛同

No 団体・企業名

1 （株） 大山硝子店

2 （株） 明愛（キャンドルの明愛）

★掲載順は呼びかけ賛同申込み順になっておりますので

内容

キャンドルグラスタワーのガラス制
作提供

フロートキャンドルの無料提供
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■賛同人（個人）

賛同金（３千円）

No 団体・企業名 役職 お名前 口数

1 百萬太郎 下妻店 1

2 塚田測量設計事務所 塚田 雄 1

★掲載順は呼びかけ賛同申込み順になっておりますので
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