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開催のごあいさつ  

キャンドルナイト2007しもつまやちよ実行委員会  実行委員長   井上 誠      
 

◆プロフィール◆               
昭和43年生まれ39歳。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  

社団法人 下妻青年会議所 所属 

      ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 

地域社会に地球温暖化対策を幅広く周知するために、｢キャンドルナイト2007しもつまやちよ｣を開催する運びとなりました。 
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2007
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思います。でんきを消して、ろう
そくで灯す心休まる一夜を、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
【気持ちをひとつになって】行うことをし、少しでも自分たちが地球のためにできることをしていく きっかけになるイベントをた
くさんの方々と共に創りあげたいと思います。 

地域の人による、地域の人たちのための事業とする。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。 

 
○---------------------------------------------------------------------○ 

 

共催団体  社団法人下妻青年会議所  理事長   古橋 英樹       

◆プロフィール◆               
昭和41年生まれ41歳。八千代町出身。 

家族 妻、子３人 趣味 温泉にはいること 
茨城西三菱自動車株式会社 代表取締役 

社団法人 下妻青年会議所 所属 
 

      ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○           



キャンドルナイト２００７               

  

オール電化の生活、車社会、ファミコン、パソコン､ＥＴＣ、携帯電話、２４時間の 

コンビニエンスストア・・・ｅｔｃ 私たちの生活は進歩し､便利になり、快適で､豊かである、と日々思う。 

  

大正生まれの祖母は、毎日井戸から水を桶で１杯１杯くんでは運び､風呂を沸かし､その水を使い洗濯を手洗いです
る。車はお金持ちの人だけが持ち､多くの庶民は遠くどこまでも歩いた。冷蔵庫がないから土の中に食料を埋めた。比
べると現在の生活は便利だ。電気を消費し温暖化ガスを放出して私たちは今の生活を手に入れた。約１世紀前とは比較

にならない“豊かさ”を味わっている。 

  

 今年の夏は暑かった。私たちの営みは自然を破壊しているらしい。何故、気温が上昇するの？何故南極の氷が溶ける
の？温暖化ガスってなに？私たちは何ができるの？ 

今回､このキャンドルナイト２００７を開催するにあたり､自分の行動を変えたいと思う。“使い捨て”消費生活を見
直したい。ろうそくをともして､家族と仲間とすごしてみようか。楽しんでみようか。そこで何を想い､何を感じ､考え

るのか､想像もつかない。 

 
 



多くの方々の、ご協力のおかげで、 
｢キャンドルナイト2007しもつまやちよ｣ 

は盛大に開催いたしました！ 
 
 

 



 

 

    

   

   

 
 
 

「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2007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2007しもつまやちよ ｣  
はイベント当日10月20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 【9月第１回】 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？★エコキャンドルのつくりかた 
         ★CNお知らせ★実行委員募集 ★賛同人賛同企業募集 



 
   ２) 市町報お知らせ版 【10月第２回】 下妻市、八千代町全世帯への広報物配布 
     ●内容・・★私たちが地球のためにすぐできる１０のこと ★CNお知らせ 
 
   ３) 下妻市、八千代町全小学校 5、6年生への学校配布 
     ●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。） 
 
    ☆【地球のためにできること宣言】は学校ごとに、会場に掲示いたします。 
       （地域のキャンドルナイトイベント会場で子ども達の環境宣言をご覧ください。） 
      ○しもつま第１会場・・・・砂沼サンビーチ（下妻小・上妻小・総上小・蚕飼小・宗道小・大形小） 
      ○しもつま第２会場・・・・下妻第二高等学校（大宝小・騰波ノ江小・豊加美小・高道祖小） 
      ○やちよ会場・・・・・・・・町民ひろば（西豊田小・安静小・中結城小・下結城小・川西小） 

 

２．｢まわりの方へ呼びかけましょう！｣ 

    
   １）｢キャンドルナイト2007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2007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！！ 

 

３．当日、｢イベントへ参加しましょう！｣  

 

 
10月20日（土）  

 
 ★午前10時～午後３時  
  その１）【エコキャンドル教室】へ参加しましょう！ 
          

          ☆砂沼サンビーチ（当日は下妻さぬまフェスティバルです） 
 
          ○使用済みの油を使用したお洒落なキャンドルのつくりかたを実演します。 
            つくったエコキャンドルは今日の夜の自宅でのキャンドルナイトで使用するのも 
            各会場にお持ちし、例えば、世界平和を願うとか。使い方は自由です。 
            ここでつくりかたを覚えたら、家で出る廃油は素敵なエコなエネルギーとなり、 
            その柔らなか灯りは家の中での家族との団らんを格別なものにすることでしょう！ 

 ★午後６時～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！ 



 
        １) 下妻会場１・・・砂沼サンビーチ 入場口付近 
        ２) 下妻会場２・・・下妻二高（125号バイパス） 
        ３) 八千代会場・・・八千代町庁舎前 町民ひろば 
          
         ○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2007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８時～午後１０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2007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2007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2007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！ 

 
 

 



 

 

 



 

呼びかけ人 
 

多くの方々の、ご協力のおかげで、 
｢キャンドルナイト2007しもつまやちよ｣ 

は盛大に開催いたしました！ 

 
｢キャンドルナイト2007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） 

名前 具体的な呼びかけ

橋本 昌 茨城県 知事 県内への温暖化防止の呼びかけ

小倉敏雄 下妻市 市長 下妻市内への温暖化防止のよびかけ 

大久保司 八千代町 町長 八千代町内への温暖化防止の呼びかけ

岩田 淳 下妻市市民環境部生活環境課
キャンドルナイト実行委員会への参加 
実行委員会へのアドバイス

岡野 満 県立下妻第二高等学校 校長 下妻第二高等学校内への温暖化防止の呼びかけ

 県立下妻第二高等学校 先生方 下妻第二高等学校内への温暖化防止の呼びかけ

幸田和洋         〃       教諭 キャンドルナイト実行委員会への参加

飯塚真司         〃       教諭 キャンドルナイト実行委員会への参加

県立下妻第二高等学校 生徒 キャンドルナイト実行委員会への参加

 

下妻市 
八千代町 
    小学校 先生方

地球のためにできること宣言窓口  
小学校５、６年生の子ども達と保護者への呼びかけ

鳩貝貞子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

武井安子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

川面幸子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

大塚幸子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

脇田のぶ子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

谷口千賀子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

横瀬久美子 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

黒川 玲 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ



広瀬信一 図書館ボランティアしもつま イベント会場で読み聞かせによる温暖化防止の呼びかけ

軽部守彦 ネットワーカーしもつま 代表
ネットワークしもつまを通じての温暖化防止の呼びかけ 
実行委員会へのアドバイス

中山公彦 （社）下妻青年会議所OB会会長 下妻青年会議所OBへの呼びかけ

井上 誠
キャンドルナイトしもつまやちよ 
 実行委員会 実行委員長

全地区への呼びかけ

古橋英樹
（社）下妻青年会議所2007年度理事長 
キャンドルナイト実行委員会

八千代町内への呼びかけ活動

江田雅人 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・事務局

生井正行 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動・八千代会場団長

秋葉健治 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動

伊藤太郎 キャンドルナイト実行委員会 旧千代川地区への呼びかけ活動・下妻２会場団長

稲葉勝昭 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・下妻１会場団長

稲吉英人 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・下妻１会場副団長

猪瀬和之 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

大山 晃 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動

木村輝彦 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

小竹 薫 キャンドルナイト実行委員会 旧千代川地区への呼びかけ活動

佐久間宏嗣 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動

柴 信一 キャンドルナイト実行委員会 旧千代川地区への呼びかけ活動

鈴木 努 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

鈴木康之 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動・八千代会場副団長

高橋和裕 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

高野 肇 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・事務局

塚越康一 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

富岡致知 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・事務局

中島貫一 キャンドルナイト実行委員会 旧千代川地区への呼びかけ活動

中嶋輝和 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

生井道明 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動

根本忠志 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・下妻２会場副団長

藤川 聡 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

古澤毅彦 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

豆田英士 キャンドルナイト実行委員会 旧千代川地区への呼びかけ活動活動

吉渓哲也 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動

渡辺一浩 キャンドルナイト実行委員会 八千代町内への呼びかけ活動

金扇稔明 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動

山口陽子 キャンドルナイト実行委員会 下妻市内への呼びかけ活動・事務局

寺田明美 キャンドルナイト実行委員会 旧千代川村への呼びかけ活動・事務局

ロッキーデイビ
ス太田

歌手 下妻1会場での歌唱による温暖化防止への呼びかけ

早乙女 厚 尺八奏者 下妻1会場での音楽による温暖化防止への呼びかけ

喜屋武綾乃 
（きゃんあやの）

歌手
下妻1会場での音楽による温暖化防止への呼びかけ 
（シークレット・サプライズ・ライブ）

FAMILIAREZ DJ 八千代会場での音楽による温暖化防止への呼びかけ

横倉みどり キャンドルナイト実行委員会 旧千代川村への呼びかけ活動

伊藤輝明 キャンドルナイト実行委員会 キャンドルナイトのイベントお手伝い



 実行委員会の様子1 
 
          賛同人、賛同企業まだまだです。呼びかけ活動がんばりましょう！！！ 
 

実行委員会の様子2  

 実行委員会の様子3 

     

呼びかけ人への依頼 県知事室で                        新聞記者会見の様子 

柴 美帆 キャンドルナイト実行委員会 キャンドルナイトのイベントお手伝い

よこくらみなみ キャンドルナイト実行委員会 キャンドルナイトのイベントお手伝い

いとう まり キャンドルナイト実行委員会 キャンドルナイトのイベントお手伝い

しば ゆい キャンドルナイト実行委員会 キャンドルナイトのイベントお手伝い

しば しんかい キャンドルナイト実行委員会 キャンドルナイトのイベントお手伝い

河村博之 砂沼フレンドリーフェスティバル実行委員長 砂沼FFでの消灯の呼びかけ

大枝隆夫 茨城トヨペット店長 下妻市内への呼びかけ活動

鈴木裕麿 砂沼湖畔クリニック 院長 院内、患者さんへの呼びかけ

大島 浩 下妻青年会議所OB キャンドルナイトのイベントへのご協力・お手伝い

下妻商工会青年部有志 キャンドルナイトのイベントお手伝い

下妻中学校生徒有志 キャンドルナイトのイベントお手伝い

会場に参加した下妻市民有志 14,284本のキャンドルの点灯のお手伝い

会場に参加した八千代町民有志 14,284本のキャンドルの点灯のお手伝い



 
 
～●開催４日前 １６日●～ 
 

   
朝から、エコキャンドルと、当日使用するキャンドルの最終耐久時間テストです。４時間以上もちました。 
 

 
キャンドル資材いよいよ納入。下妻市役所からも急遽応援に。 

 

                    
                    14,284本分はものすごい量。片付けても片付けても。。。    ボランティアの子ども達も懸命に！ 
 

 
おかげさまで終了！！３会場ごとに色やカタチなど緻密に計算。参加した人が喜ぶように！                  ボランティアで協力してくれた子ども達。 
 
                   最後の実行委員会です。 
 

 
最終の実行委員会はキャンドルにて幻想的に。 
 



                    
            最終実行委員会キャンドル図面 

 
最終実行委員会会場ごとに。 
 

  
１４．２８４本キャンドル字の図面                クリスタルキャンドルタワー実験 
           
          賛同人、賛同企業もうちょっとです。呼びかけ活動がんばりましょう！！！ 
           賛同キャンドルレストラン・SHOP まだまだ、まだまだです。呼びかけ続けましょう！ 
 
 
～●開催３日前 １７日●～ 
 

 

開催3日前 いよいよカウントダウン キャンドルの仕込み ものすごい量を会場毎につくりまくります。 
 

             
必要なのは、根性と、根性と、根性しかないです。2000本終了！！ 

 



  
きりがないので、深夜の夜食です。前にはキャンドルの山が・・・   夜中に嬉しい助っ人が入り、まだまだこれから！念願の5000本終了！！ 
 

             
                      14284本は夜中まで・・・   終わらない。。。。。。。。。 根性の8000本まで終了！！！！   
                      8000本完了分を移動配送して、お掃除して、また明日！！ 

   
～●開催２日前 前々日 １８日●～ 
 

              
 2日前になり、急遽、図書館ボランティアしもつまの方々のご協力、賛同をいただきました。伝説のスピーチ12才の少女のビデオを鑑賞。当日環境への呼びかけをしていただきます。 
 

 
下妻市の全域の小学5、6年生の｢私の僕の環境宣言｣の仕込み。こちらも結構あります。。。 未来の地球への心温まる子ども達のできること宣言です。貼りながら感動！！ 
 

             
                    前日の8000本終了から、また再度キャンドル仕込みスタート！！！目標ひとまず、1２５00本！！根性の1２５00本終了！サンビーチ、八千代町分終

了！！！ 



 
残りは下妻二校分2500本！会場役割担当抜きで助け合います！！１４,２８４本終了！！！！（予備分実質15,000本） 
 

             
            次は市内の廃油を回収したエコキャンドル教室の仕込みです。クレヨンを包丁でひたすら・・・ここから赤、黄色、青、グリーンと綺麗なエコキャンドルができるので

す。 
 

                               
エコキャンドルの芯をつくる大事な作業。なんとか、本日の予定終了！           最後はブラジルの国連会議での環境への伝説の12才の少女のスピーチをみんなで鑑賞。明日の地球
への元気です。。 
 
～●開催前日 １９日●～ 
 

 
前日雨です。困りましたね。明日は晴れるのを祈るしかないです。万が一雨天でも決行です。祈ります！ 
 

           泣いても笑っても、最終の前日準備です。 

 

 
最終の打合せです。もれがないかすみからすみまで確認です。 



 
最終のエコキャンドルの調整です。芯のバージョンを上げてみて燃焼時間大幅にアップ！ 

 
最終調整にかかります。                         最終調整大失敗。。。。油がはねまくりました。      試作3回目にしてようやく成功。あとはみんなで練習です。 

 
                                            エコキャンドル完璧です。 
 
           明日、晴れることを祈って連日の深夜解散です。 
           みなさんお疲れ様でした。明日はいよいよ１４，２８４本です。 
           がんばりましょう！！ 

 



 多くの方々の、ご協力のおかげで、 
｢キャンドルナイト2007しもつまやちよ｣ 

は開催いたしました！ 

キャンドルナイト2007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 企業（団体）でのエコの取り組み

社団法人 
下妻青年会議所

2 １

１

 

粉とクリーム 
石窯夢工房 

 
2

0911INO01 

 
1．廃油のエコキャンドルづくり 
2．エコバックの呼びかけ 
3．電灯をキャンドルにかえて営業 
 

 
八千代印刷（有） 1 0927NMA01

1．リサイクルペーパーの使用の提案と推
進 
2．大豆インクの使用の提案と推進 
3．紙のゴミのリサイクル化の促進

（有）茨城ワーク 1 0927EMA01

1．エアコン設定温度の徹底 
2．電気、電灯の節電 
3．リサイクルユニフォームの提案と推進
販売

ホンダカーズ下妻 1 1003HAJ01



 

 

 

 
 

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  

 関東つくば銀行 下妻営業部 
 関東つくば銀行 下妻東支店  
 関東つくば銀行 上妻支店  

 関東つくば銀行 たかさい支店  
 関東つくば銀行 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 1010INO11
1．エアコン設定温度の徹底 
2．電機、電灯の節電

 
 (株)鈴木工務店 1 1015SUZ01 1．

 

プリエールふるさわ
 

１
1016FTA01 1．

 

旭建設工業（株） 
（株）鬼怒川レジン 
（株）鬼怒川流通 

そば処 きぬ

1 1019/SIB/ 1．



      多くの方々の、ご協力のおかげで、 
｢キャンドルナイト2007しもつまやちよ｣ 

は開催いたしました！ 
 

キャンドルナイト2007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2007しもつまやちよ｣の輪を広げる企業です。 

 

 

賛同金 １万円 

賛同企業名 代表者名 口数 コード

茨城西三菱自動車販売株式会社 古橋英樹 ３ 0913/FUR/01

西山運輸鐵工株式会社 西山 勉 ３ 0913/FUR/02

石一筋柴山石材 柴山勝人 ３ 1002/KOT/03

ひかり農協 結束乾一 ３ 1002/ITO/04

下妻市倫理法人会 山野紀美世 ３ 1002/KOT/02

軽部建築設計事務所 軽部守彦 1 0914/INO/02

医療法人怜真会 中山医院 中山公彦 1 0927/INO/10

鉄板職人ちゃんちゃら 稲吉英人 １ 0927/IHI/01

白金屋商店 鈴木一男 １ 0927/SYA/01

すずらんロードハウス 生井 勇 ２ 0927/NMA/03

カツミ産業 生井克美 １ 0927/NMA/05

大島電気(株) 大島 浩 １ 0928/EMA/

二幸自動車株式会社 廣瀬俊雄 １ 1002/FUR/03

ペットシャンプー倶楽部わんダフル 古橋和子 １ 1002/FUR/04

Mate学院 伊藤太郎 １ 1002/ITO/01



ダンスホールミカド 飯田貴美子 １ 1002/ITO/05

石塚産業 石塚貴司 １ 1002/KOT/05

（有）山野新聞店 山野欽也 １ 1002/IHI/01

株式会社 橋本屋燃料店 清水昌男 １ 1002/IHI/05

富岡印刷 富岡致知 １ 1002/TOM/01

猪瀬鉄工所 猪瀬光義 １ 1002/IKA/01

らーめんやち 谷内浩史 １ 1002/IHI/04

（有）シンワ 高橋和裕 １ 1002/TAK/01

とんこつらーめん 黒竜 猪瀬太洋 １ 1002/IHI/02

なかやま歯科 中山映志 １ 1002/IHI/03

株式会社 賀登屋 秋葉健治 １ 1003/AKI/01

ピンクパンサー 内田昭則 1 1004/HAJ/01

ニチアスビルテック株式会社 増田忠司 １ 1004/INO/17 

ニチアス株式会社 結城工場 小宮純 １ 1004/INO/18

松田接骨院 松田 １ 1005/KOT/06

(有)高橋板金整備 高橋 １ 1005/KOT/07

太昭工業(株) 田中信子 １ 1005/SIB/01

割烹 魚徳 中島博 1 1007/NAK/01

稲葉屋菓子舗 稲葉勝昭 １ 1008/INA/01

（株）カツミ産業 生井克美 １ 1009/NMA/04

タイセイポリマー㈱ 藤本 保 １ 1010/SIB/03

（株）よしたに商店 吉渓哲也 1 1012/YOS/01

内海歯科医院 内海正剛 １ 1012/YOS/02

（有)植木板金 植木一男 １ 1013/SIB/04

（有）苅部建設 苅部好美 １ 1013/SIB/05

初沢建設株式会社 初沢真一 1 1010/INO/23

飯村良助商店 飯村伯行 1 1013/NAB/04

ばんどう太郎 下妻店 中岡満 1 1015/INO/24

高塚運送株式会社 高塚孝一 1 1016/YOS/03

（株）ムカサ 武笠弘一 １ 1015/HAJ/05

(有)桜井工業 桜井裕一 １ 1015/KIM/08

根本工業㈱ 根本昂一 ３ 1017/NEM/01

医療法人 砂沼桜会 砂沼湖畔クリニック 鈴木裕麿 １ 1017/INO/28

下妻市商工会 外山崇行 １ 1016/INO/

（有）生井工業 生井栄 １ 1018/NMI/01

（株）生井電気  １ 1018/NMI/02

フルハシタイヤ販売（株） 古橋勇 １ 1018/TAK/13

UEKI・SPACE・WORKS 植木誠二 １ 1013/IHI/

日本コアー １ 1017/KOT/

小竹農園 小竹 薫 １ 1017/KOT/

ライナー建設（株）  １ 1018/INO/



 
 

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2007しもつまやちよ｣の輪を広げる企業です。 

賛同金 5千円 

賛同企業名 代表者名 口数 コード

吾作堂株式会社 藤川聡 １ 0927/FUJ/01

木村トラベル 木村 進 １ 0927/KIM/02

ゴルフショップ木村 木村 進 １ 0927/KIM/03

パブ すずらん 木村 優 １ 0927/KIM/04

佐野整骨院 為我井秀紀 １ 0927/NMA/04

(有)コーエーデンキ 須永 圭 １ 0927/NMA/06

（有）手打ち追分 兼広 実 １ 1002/IHI/08

（有）柴カメラ店 柴 伸一 1 1002/IHI/10

稲吉造園 稲吉正樹 １ 1002/IHI/07

小林青果 小林忠雄 １ 1002/IHI/09

株式会社アカオギ 赤荻秀康 １ 1002/IHI/06

MOTORRAD 栗原正広 １ 1002/IHI/

（株）インフィニティトランスポートサービス 高橋 進 1 1002/TAK/02

（有）高橋建設 高橋 彰 1 1002/KOT/07

鈴木酒店 鈴木一春 1 1002/ITO/06

おべんと日和 会田清江 1 1002/ITO/02

桜井企業 桜井鉄夫 1 1002/KOT/05

株式会社木田ストア 青柳正之 1 1002/KOT/06

アトリエキドウ 結束俊之 1 1002/ITO/08

美容室すぅぃーと 鈴木江美子 1 1002/ITO/03

RYOTEC茨城工場 小島達男 １ 1002/ITO/11

日化化成品 柴田正義 1 1002/KOT/08

リョウテック茨城工場 稲田昭吾 1 1002/ITO/11

生活協同組合パルシステム茨城 小谷悠子 １ 1004/EMA/01

（株）ケーズデンキ 下妻パワフル館 田中優輝 １ 1004/INO/12 

茨城トヨタ自動車（株）下妻店       五町浩明 1 1004/INO/13

株式会社 八幡屋 生井茂宏 1 1004/EMA/02

ローソン八千代若店 草間吉徳 1 1004/FUR/07

ファミリーマート千代川鬼怒店 木村正一 1 1005/SIB/02

株式会社ヤジマ 矢島隆広 1 1010/INO/21

稲垣鶏卵 稲垣満明 1 1010/INO/22

(株)武井電設 武井修平 1 1013/SIB/06

（有）建徳家具店 高谷和徳 1 1013/NAB/02

高島建設株式会社 高嶋幸夫 1 1013/NAB/03



  

 

有限会社中田造園 中田重夫 1 1013/TAK/05

有限会社タナカ自動車 田中智美 1 1015/TAK/06

有限会社 荒川電気 荒川京一 1 1015/INO/25

(有)せき 関 良彦 １ 1016/KIM/09

あおぞら歯科医院 小笠原喜一 １ 1010/KIM/07

小沼鉄工（株） 小沼祭示 １ 1016/SIB/17

(有)ギブアンドギブ 大和田英雄 １ 1016/KIM/10

（株）筑波商事 増子康成 １ 1016/KIM/11

ドラッグストア マツモトキヨシ （千代川店下妻店） 田中哲也 １ 1017/ITO/15

(有)高木測量設計 高木 肇 １ 1016/AKI/02

焼肉きらく 関めぐみ １

寿司割烹 築地 浅野桂一 １ 1017/SIB/15

（株）ヒトミ 人見久郎 １ 1017/SIB/16

（有）初沢工業所 初沢洋水 １ 1018/TAK/14

ファミリーマート永田屋高道祖店 渡辺初江 １ 1018/TAK/

旬彩ダイニング １ 1018/KOT/

食彩酒房AUBE 大貫裕輝 １ 1017/INO/

円まん家 下妻店 坂入哲也 １ 1018/INO/

パブ プアゾン  １ 1019/INO/

イオン株式会社 ジャスコ下妻店  １ 1019/INO/



多くの方々の、ご協力のおかげで、 
｢キャンドルナイト2007しもつまやちよ｣ 

は盛大に開催いたしました！ 

キャンドルナイト2007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2007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2007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

飯塚武彦 1 1002/ITO/03

小野村均 1 1009/HAJ/04

井上 誠 1 1009/INO/00

江田雅人 1 1009/EMA/00



 

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2007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

山口 陽子 １ 0920/INO/05

藤川 聡 1 0927/FUJ/01

豆田 英士 １ 1001/MAM/01

小笠原 紀子 １ 1002/IHI/11

生井 政子 １ 1002/IHI/12

市村英一（市村空調サービス） １ 1002/IHI/13

稲吉文枝 １ 1002/IHI/

高橋和裕 １ 1002/TAK/

高橋 進 １ 1002/TAK/

駒井百代 １ 1002/TAK/

霜村 誠 １

川崎 晴美 １ 1004/TOM/02

寺田明美 １ 1004/INO/15

倉持敏幸 １ 1004/INO/16

松本マチ子（松本茶舗） １ 1009/TAK/04

阿部慎介 １ 1013/NAB/01

中仙道将人（ニッコー化成） １ 1013/SIB/14

増子利光 １ 1017/INO/30

篠嵜 亮 １ 1016/INO/

龍道 実 １ 1019/INO/

個人名 口数 コード

益子 清一 １ 0925/INO/08

小林 求 １ 0925/INO/06

飛澤 一欽 １ 0925/INO/07

土田 祐子 １ 0926/INO/09

木村 輝彦 １ 0927/KIM/01

小口 隆 １ 1002/IHI/17

塚田 あかね １ 1002/IHI/18

加藤 文也 １ 1002/IHI/19

高田 武 １ 1002/IHI/20

浅野 耕平（PLOW) １ 1002/IHI/21

武笠 孝行 １ 1002/IHI/22

武笠 由美 １ 1002/IHI/23



高松 多美子 １ 1002/IHI/24

羽鳥 満人 １ 1002/IHI/14

中山 貴之 １ 1002/IHI/15

高島 脩 １ 1002/IHI/16

高橋 新一 ５ 1002/TAK/03

高橋弘美 １ 1002/TAK/

飯村幸子 １ 1002/TAK/

佐藤 一彦 １ 1002/FUR/05

平石 正人 １ 1004/FUR/06

金扇稔明 １ 1004/INO/14

稲葉祐也 １ 1009/SIB/03

高野剛 １ 1009/HAJ/03

木村彩花 １ 1009/KIM/05

木村優花 １ 1009/KIM/06

岩田淳 １ 1009/TOM/03

上野博樹 １ 1010/NMA/07

阿久津幹子 １ 1010/NMA/08

古宇田和男 １ 1010/NMA/09

プランギ（輸入卸販売） １ 1010/INO/20

柴 和子 ５ 1013/SIB/07

しば みほ １ 1013/SIB/08

しば ゆい １ 1013/SIB/09

しば しんかい １ 1013/SIB/10

松崎敏枝 １ 1013/SIB/11

苅部建太 １ 1013/SIB/12

苅部 匠 １ 1013/SIB/13

幸田和洋 ２ 1016/INO/26

谷口裕治 １ 1015/IWA/02

高野 元 １ 1015/HAJ/06

高野 開 １ 1015/HAJ/07

匿  名 １ 1002/ITO/09

古澤恭子 １ 1002/IHI/

古橋治男 １ 1002/IHI/

吉原千晴 １ 1002/IHI/

柴由布子 １ 1002/IHI/

谷貝桂司 １

根本正美 １ 1017/NEM/02

根本なつ美 １ 1017/NEM/03

石倉栄子 １ 1017/NEM/04

大坂 治 １ 1017/NEM/05

大迫俊郎 １ 1017/NEM/06

猪瀬美咲 １ 1017/IKA/

猪瀬清美 １ 1017/IKA/

猪瀬優太 １ 1017/IKA/

柴久美子 １ 1017/SIB/

有川成浩 １ 1017/SIB/



 

 

 

山崎明正 ５ 1018/INO/

飛田茂徳 ２ 1018/INO/

斉藤英俊 １ 1018/INO/

小竹幸子 １ 1018/INO/

神田賢一 １ 1018/INO/



 

 
 

後援団体 

 
 

 
｢キャンドルナイト2007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 

下妻市社会福祉協議会 
ネットワーカーしもつま 

図書館ボランティアしもつま 
 

下妻市商工会 
八千代町商工会 

 
県立下妻第二高等学校 

 
 
 
 

共催 

キャンドルナイト2007しもつまやちよ実行委員会 
社団法人 下妻青年会議所 

 
 

 



       

 

         

  

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 電話番号 PRなど何か一言 コード

粉とクリーム 石窯夢工房 0296-44-0579
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
2．当日エコバック先着プレゼント 
3．当日エコキャンドルプレゼント

0911/INO/01

鉄板職人 ちゃんちゃら 0296-43-8892
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
2．キャンドルナイトイベント発生 
3．当日キャンドルメニュー登場

0920/IHI/00

手打ち 追分 0296-44-2418
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
 

1002/IHI/08

パブ すずらん 0296-43-3527
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
2．キャンドルナイトイベント発生 
 

0927/KIM/04

とんこつラーメン 黒竜 0296-45-1520
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
 

1002/IHI/02

スズランロードハウス 0296-43-6435
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
2．キャンドルナイトイベント発生 
3．当日キャンドルメニュー登場

0927/NMA/03

パブ プアゾン 0296-30-4323
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
2．キャンドルナイトイベント発生 
 

1005/EMA/04

茨城トヨタ自動車（株） 0296-43-1333
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 
 

1004/INO/13

Y’S倶楽部 0296-44-9568
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1004/INO/19

プランギ（輸入卸販売） 0280-82-1088
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1004/INO/20

ばんどう太郎 下妻店 0296-30-1231
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1015/INO/24

焼肉百萬太郎 下妻店 0296-30-5411
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1015/SUZ/02



※登録順です。 

 

プリエールふるさわ 0296-44-0011
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1016/FTA/01

TRE BOSCO（トレボスコ） 0296-43-5506
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1017/INO/27

シバカメラ 0296-44-3458
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1002/IHI/10

割烹築地 0296-43-6631
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1017/SIB/15

ジャスコ下妻店 0296-30-1700

 
1．ブラックイルミネーションの実施 
2．夜8時よりシンボルタワー 
   屋上大型看板（ピンク）の消灯 

1019/INO/

牛角下妻店 0296-30-1129
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1019/INO/

カジュアルキッチン温温 0296-30-5533
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1019/INO/

酒彩酒房 AUBE 0296-30-1345
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1019/INO/

焼肉きらく
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1018/MEG/

円まん屋 下妻店 0196-44-7447
 
1．電灯をキャンドルにかえて営業 

1019/INO/







あなたのキャンドルナイトの写真 

 

           
 
   キャンドルナイトレストランの試験的営業（パブすずらんにて）    試験的営業(粉とクリーム石窯夢工房テラス) 
   特大キャンドルの灯りはとっても幻想的でした。 
   １０月２０日当日もお店でのイベントも楽しみですね。 
 

     
    実行委員会に協力してくれた子ども達 
    わたしたちの未来の地球はどんな感じかな？ 



    
   キャンドルナイトレストラン試験的営業(鉄板職人ちゃんちゃらにて) 
   幻想的な火の灯りで会話もはずみ、お酒と料理がより美味しく感じました。(注意 お酒の後は必ず代行で！) 
 
    
    

 


