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Candle Night 1 Pi:ce2009概要
Candle Night 1 Pi:ce2009の取り組みについて
福岡県星野村に現存する原爆の残り火「平和の火」。夏至を中心に行われるキャンドル
ナイトにてこの平和の火の使用を2007年から全国に呼びかけ、3箇所で始まったキャンド
ルナイトが、昨年は全国規模に参加者が増え、そして3年目である今年はより多様な方に
ご参加いただく事を念頭に置いた展開を行いました。
様々な人々に参加いただけるように今年は、新しい取り組みとして「リサイクルキャンド
ル」「ピースステーション」の二つのプロジェクトを新たに展開しました。
結果、様々な新しい関わり合いの中、年齢層や規模などより多様でより多くのキャドルナ
イトをこの平和の火で実施していただき、数々のメディアにも取り上げられる事ができまし
た。
「平和の火の存在を知ってもらう」
という目的を昨年より一歩前進した形で進められたと思います。
以下今年の夏至におけるCandle Night 1 Pi:ceの開催報告をご紹介させていただきます。

実施の流れ
5月12日 ピースフレンド募集開始
31日 ピースフレンド募集締切
6月7日8日 星野村採火セレモニー開催、キャンドルナイト開催期間開始
9日10日 関東採火セレモニー開催
13日14日 関西採火セレモニー開催
16日 リサイクルキャンドル「ワンピースキャンドル」販売開始
7月7日 キャンドルナイト開催期間終了

実績データ
キャンドルナイト開催会場：51会場（19都道府県）
キャンドルナイト参加者数：約3,500人
メディア掲載：新聞：26 、ラジオ：１ 、雑誌：１、TV：２
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開催したキャンドルナイト
【北海道】
主催：チームワンピース北海道キャンドルナイト
ピースフレンド：杉山、稲実、大江
主催：チームワンピース北海道
問い合わせ先：090-2694-1902（稲実）

１．日時：6/19 18:00〜22:00
場所：むげん空間 小春日和（函館市八幡町18-18）
問い合わせ：080-1883-8030(大野)
2．さっぽろキャンドルナイト2009～星野村の”平和の火”を囲んで～
日時：6/20 18:30〜20：30
場所：みんたる（札幌市北区北14条西3丁目１−１）
内容： アンデスの音楽”インカの笛” 投げ銭ライブ
問い合わせ：011-756-3600(和田)
３．日時：6/21〜6/28 18:00〜22:00
場所：ぽのぽの食堂（札幌市北区北25条西4丁目第一タイガービル1階）
問い合わせ：011-756-3384(大川)
４．日時：6/21 19:00〜3:00
場所：孝勝寺別院（石狩郡当別町太美町16）
問い合わせ：0133-26-3755(上川)
５．日時：6/21 19:00〜5:00
場所：Bar Smoky（札幌市中央区南3条西3丁目プレイタウン藤井ビル9階）
内容：手作りキャンドルなど
問い合わせ：090-6263-6914(小野寺)
６．日時：6/21 18:30〜20:30
場所：おしょろ（野外）（小樽市おしょろ）
＊友人だけのキャンドルナイト
問い合わせ：090-6262-3252(柿崎)
７．日時：6/21 18:00～20:00
場所：回復の森銀山（余市郡仁木町銀山２丁目521）
問い合わせ：0135-36-2900(瀬川)
８．フェアトレードフェスタ2009
日時：6/27 19:00〜21:30
場所：大通り公園（大通り一丁目）
問い合わせ：090-2694-1902(稲実)
９．日時：7/7 18:00～21:00
場所：風の繋がり（伊達市石倉ミュージアム）
問い合わせ：090-8278-8233(菊池)
【東京】
１０．キャンドルナイト in 江戸川
日時：6/21 15:00〜20:00
場所：真言宗 豊山派 もっとい不動 密蔵院（江戸川区鹿骨4-2-3）
問い合わせ：090-2556-3135 aho.tetsu.ok@gmail.com （白石）
１１．JIM-NET キャンドルナイト
日時：6/16 19:00～22:00
場所：JIM-NET 東京事務所（豊島区高田3-10-24 第二大島ビル303）
主催：JIM-NET
問い合わせ：080-6764-2725（大嶋）

１２．キャンドルナイト in 渋谷
日時：6/14 19：30〜22：30
場所：食と関係価値研究所（渋谷区代々木2-21-11ベルテ代々木B-03）
問い合わせ：090-7949-9536
１３．Walk 9 キャンドルナイト
日時：6/11 18：30～20：30
場所：藤井 芳広宅（練馬区上石神井）
問い合わせ：080-3250-9076（渡辺）
【神奈川】
１４．キャンドルナイト in つるみ
日時：6/21 19:00～21：00
場所：ＪＲ鶴見駅西口広場（神奈川県横浜市鶴見区）
HP：http://candtsurumi.cocolog-nifty.com/blog/
問い合わせ：090-5406-5360(成田)
１５．キャンドルナイト in 大船観音寺
日時：6/10 18:00～20:30
場所：大船観音寺（鎌倉市岡本1-5-3）
問い合わせ：070-5551-8852（亀野）
１６．キャンドルナイト in 善了寺
日時：6/19 18:00～21:00
場所：善了寺（横浜市戸塚区矢部町125）
問い合わせ：090-9207-5463（成田）

【千葉】
１７．キャンドルナイト in 船橋
日時：7/5 19:00〜23:00
場所：吉村 宅（船橋市浜町）
問い合わせ：090-7427-8440 akihito1039@yahoo.co.jp （吉村）
【埼玉】
１８．キャンドルナイト in 獨協大学
日時：6/23 18:30～20:30
場所：獨協大学（草加市学園町1-1）
問い合わせ：080-5551-4063 （中江）
【山梨】
１９．キャンドルナイト in 甲府
日時：6/21 19:00～21:00
場所：おとぎ館（山梨県甲府市武田3-3-7 2F）
問い合せ：090-2456-2067 saikoudakota1217@hotmail.com （白須）
【新潟】
２０．平和の火キャンドルナイトinかくれんぼ
日時：6/19 19:00〜21:00
場所：居酒屋かくれんぼ (新潟市中央区古町通5- 607-1)
主催：１００万人のキャンドルナイトinにいがた 実行委員会
問い合わせ：080-5065-7017 yasutakaoohashi@yahoo.co.jp (大橋)
２１．Ｃａｎｄｌｅ Ｎｉｇｈｔ in 柏崎
日時：6/20 19:00〜21:00
場所：えんま通り 柏崎東本町郵便局 (柏崎市東本町2丁目6-13)
主催：TEAMしわざ
問い合わせ：090-2885-0535 qqv99znd@onyx.ocn.ne.jp (田邉)
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開催したキャンドルナイト
２２．１００万人のキャンドルナイトinにいがた
日時：6/21 19:00〜22:00
場所：万代シティー バスセンター2F広場 (新潟市中央区万代1-6-1)
主催：100万人のキャンドルナイトinにいがた 実行委員会
問い合わせ：080-5065-7017 yasutakaoohashi@yahoo.co.jp (大橋)

３２．沖縄慰霊の日・三線ライブ
日時：6/23 18:00～22:00
場所：風人の家（大阪市淀川区西中島1-13-13-2F)
問い合わせ：NGO風人ネットワーク 06-6101-8818
kajipito@painukaji.com

２３．Candle Night 国際交流パーティ
日時：6/26 19:00～21:00
場所：日本キリスト教バプテスト会新潟教会（新潟市中央区古町通１３番町
5153）
問い合わせ：080-5065-7017 yasutakaoohashi@yahoo.co.jp (大橋)

３３．キャンドルナイト in 大阪教育大学
日時：7/4 19:30～21：30
場所：大阪教育大学（柏原市旭ヶ丘4-698-1）
問い合わせ先：080-1430-8482(小谷)

【富山】
２４．キャンドルナイト in 食房モモ
日時：6/16 19:30～21:30
場所：食房モモ（富山市東岩瀬町160-1）
問い合わせ：080-3748-0334 haru.27@arrow.ocn.ne.jp (尾島)
２５．キャンドルナイト in コメドール
日時：6/20 19:30〜21:30
場所：富山第一ホテル１階「コメドール」(富山市桜木町10-10)
問い合わせ：080-3748-0334 haru.27@arrow.ocn.ne.jp (尾島)
【岐阜】
２６．キャンドルナイト御岳町
日時：6/21 19:00〜21:00
場所：炭焼き小屋前（御岳町前沢）
内容：竹明かりによる平和の火のキャンドルナイト
問い合わせ：090-7020-1261 (寺山)
２７．Candle Night in 中津川
日時：6/23 19:30～20:30
場所：中津川都市緑地公園（中津川市淀川町）
主催：命を守る月間実行委員会
問い合わせ：090-440-3085 (鷹見)
【三重】
２８．日時：6/20 19:00〜22:00
場所：パチンコ玉ちゃん跡 駐車場(四日町市小林町)
主催：三重県四日市市小林町自治会 めちゃ丸☆Happy's
内容：中学生が平和について語り、伝えます。
問い合わせ：090-8137-0250 azuma-jidousya@mtg.biglobe.ne.jp (東)
【奈良】
２９．日時：6/21 13:00〜16:00
場所：光明寺（吉野郡大淀町下淵879）
主催：光明寺
内容：火についての法話
問い合わせ：090-8208-7165 (藤澤)
【大阪】
３０．＠玉造 ゲストハウス&カフェ由苑 CandleNght 『No border vol.4』
日時：6/21 19:00～22:10
場所：由苑 (大阪市中央区上町1-5-8)
主催：Kackey@dabigtree
問い合わせ：由苑 06-7503-4394
３１．沖縄勉強会＆平和の火でキャンドルナイト
日時：6/21 18:00～22:00
場所：風人の家（大阪市淀川区西中島1-13-13-2F)
問い合わせ：NGO風人ネットワーク 06-6101-8818
kajipito@painukaji.com

３４．Cocociキャンドルナイト
日時：7/7 19:00～(予定)
場所：Cafe Slow Osaka(大阪市淀川区十三元今里２－５－１７)
HP:http://slowspace.blog.shinobi.jp/Category/5/
主催：Cococi
問合せ：080-6183-9901 cococi.fumi@gmail.com (栗本)
【兵庫】
３５．キャンドルライブwith『平和の火』in KOBE
日時：6/20 18:30～
場所：森本ガラスGLASS HALL(兵庫県神戸市兵庫区中道通１丁目3-5)
問い合わせ：090-1902-0488 (西口)
３６．粋な神戸を創る会
日時：6/27 18:00～
場所：GREEN HOUSE AQUA(神戸市中央区磯上通4丁目1-25)
問い合わせ：090-3165-1086 (芦田)
３７．キャンドルナイト in サクラテッセン
日時：6/17 １7:30〜21:00
場所：サクラテッセン（神戸市灘区日尾町2-2-8マグノリアパレス1F）
問い合わせ：090-3942-4684（釣）
３８．キャンドルナイト in 六甲
日時：6/21 19:00〜21:30
場所：神戸六甲ごパン（神戸市灘区神前町1丁目2-24）
問い合せ：090-3942-4684（釣）
【京都】
３９．お寺 de キャンドルナイト in興禅寺日時：18：00～21:00
場所：興禅寺（京都市伏見区周防町３３４－１）
問い合わせ：090-8208-7165(藤澤）

４０．命の尊さ、平和の大切さを語り継ぐ会～平和な未来へ、沖縄からのメッ
セージ～
日時：6/23 19:00～21:00
場所：檀王法林寺（京都市左京区川端通三条上る法林寺門前町36)
内容：ライブ、語り
問い合わせ：075-771-0870 sakamo365fs@ezweb.ne.jp (坂本)
４１．100万人のキャンドルナイトin福知山
日時：6/21 10:00～21:30(キャンドルナイト19:00～)
場所：京都府福知山市駅正面通り商店街,アオイ通り三丁目商店街,
アオイ通り商店街,新町商店街～広小路商店街
問い合わせ：福知山まちづくり会社 0773-22-2615(滋野)
株式会社 わかさ生活 075-213-6100(滝山)
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開催したキャンドルナイト
【滋賀】
らぶinびわこ2009 ～竹灯りキャンドルナイト～
高島市・大津市・彦根市で同時開催！
４２．・高島会場
日時：6/21 19:00～21:00
場所：新旭風車村(高島市新旭町藁園336)
内容：平和の火による竹灯りの中で、民族楽器ライブと書き下ろし
主催：ワクワクまちづくり工房『ありがとうの花』
問い合わせ：090-8239-7261 samue-de.7rin@ezweb.ne.jp (久保)

【鹿児島】
５１．日時：6/20 18:30～21:30
場所：テンパーク(鹿児島中央公園)(鹿児島市山下町4番)
内容：絵本の読み聞かせ、キャンドルスタンド作りワークショップ、
キャンドルリレー「平和の輪」、ライブなど
主催：キャンドルナイト・ワンピース鹿児島実行委員会
問い合わせ：080-5310-2602 (多名賀)

４３．・大津会場
日程：6/21 13:00～20:30
場所：膳所城跡公園（大津市本丸町7）
内容：エコブース、ライブステージ
主催：NPO法人笑国（えこ）
問い合わせ：090-5656-0747（山本）
HP：http://eco.higoyomi.com/
４４．・彦根会場
日程：6/21 16:00〜20:30
場所：彦根新海浜緑地公園（彦根市新海浜）
主催：SMILE+
内容：廃キャンドルを利用した竹キャンドルのワークショップなど
問合せ先：090-1027-4137（竹田）
【愛媛】
４５．日時：6/21 18:30～20:30
場所：亀老山 高龍寺 (愛媛県今治市吉海町名2916-2 )
主催：TEAM KAKERU
問い合わせ：0897-84-2251 ys-bs@gaea.ocn.ne.jp (矢野)
【福岡】
４６．Candle Night in 北九州
日時：6/22 18:30～20:00
場所：星ヶ丘市民センター（北九州市八幡西区大字笹田９２０番地の８）
問い合わせ：093-617-5273 (土谷)
４７．キャンドルナイト in 八女
日時：6/21 13:00～21:00
場所：増田宅（八女市宅間田142）
問い合せ：090-5121-4021 (増田)
４８．キャンドルナイト in 飯塚
日時：6/6 23:00～24:00
場所：清輔宅（飯塚市下三緒35-812）
問い合わせ：070-5536-2450（清輔）
４９．キャンドルナイト in 山村留学センター
日時：6/7 13:00～15:00
場所：山村留学センター「星の自然の家」(八女郡星野村１６８００)
問い合わせ：090-3669-1173(神田）
【熊本】
５０．地球の上・一
日時：6/23 19:00～
場所：Private Lodge(熊本市龍田7-3-58)
問い合わせ：090-3669-1173 (神田)

19都道府県51会場実施
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星野村採火セレモニー
採火を行う場所を「ピースステーション」と呼び、全国3箇所で採火セレモニーを行い原爆・平和の火に
ついて学んだ上で採火を行いました。小学生から70歳を超えるご高齢者まで様々な方に平和の火で
キャンドルナイトを開催する人『ピースフレンド』として参加いただきました。

【星野村採火セレモニー】
映画「マッシュルームクラブ」
上映＋解説

実施日：6月6、7日 場所：池の山キャンプ場

被爆体験談

映画上映の後、実行委員会 西山様より被爆体験談の
から映画の解説と原爆につ お話を伺いました。
いての概略や情報を紹介し
ました。

【神奈川採火セレモニー】

米沢様より被爆体験のお話
を伺いました。

火を守り続けた故・山本
達雄さんのご子息山本
拓道さんから平和の火の
お話を伺いました。

平和の火の約束を説明し
誓いの言葉をいただいて
火を採火しました。

被爆体験談

平和の火の映像を観た後 神奈川県原爆被災者の会
夢観音実行委員会の亀野 のご協力で原爆体験のお話
を伺いました。
様より平和の火のお話を
伺いました。

【京都採火セレモニー】
被爆体験談

採火式

実施日：6月10、11日 場所：大船観音寺、貞昌院

映画「マッシュルームクラブ」
平和の火の話
上映＋解説

映画上映の後、実行委員会
から映画の解説と原爆につ
いての概略や情報を紹介し
ました。

平和の火の話

採火式

平和の火の約束を説明し
誓いの言葉をいただいて
火を採火しました。

実施日：6月13、14日 場所：興禅寺

原爆写真展示＋解説

平和の火の話

採火式

京都原爆の会の中村様の
ご協力で原爆の写真展示
を行い、解説を行っていた
だきました。

平和の火の映像と山本
拓道さんの映像で平和の
火について学びました。

平和の火の約束を説明し
誓いの言葉をいただいて
火を採火しました。
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キャンドルナイト開催風景
6月6日～7月7日の期間、平和の火を受け取ったピースフレンド達が思い思いのキャンドルナイト
を全国各地で開催しました。たった一人のキャンドルナイトから500人規模の大型のものまで様々
なキャンドルナイトが開催されました。
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リサイクルキャンドル
結婚式場の廃キャンドルを使った平和の火の存在を知って貰う事を目的としたリサイクルキャンドル事
業を展開しました。ホームページにて販売を始めました。キャンドル提供：サトウ花店株式会社

＜第一弾：ワンピースキャンドル＞
大阪の障害者の施設「ユイ」と「みどり教室」とのタイアッ
プ。障害者施設の仕事を創出しながら幅広い層へのPR
を目的として下ります。収益のうち5円を日本原水爆被害
者団体協議会へ寄付させていただきます。価格：210円

複数のメディアに掲
載していただきました。

＜第二弾：Message＞
大阪のキャンドルアーティスト「match point」とのコラボ
キャンドル。若い層へのPRを目的としております。収益の
うち500円を日本原水爆被害者団体協議会へ寄付させて
いただきます。価格：3,500円
match point：http://www.matchpoint-candle.com/

2009年8月7日
広島県原水爆被害者団体協議会にキャンドル販売の収益
の一部である4,090円を寄付させていただきました。
※写真は日本原水爆被害者団体協議代表理事の坪井様
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ピースフレンドの感想
今回原爆の残り火を使用したキャンドルナイトを 行わせていただき 本当に自分にとって成長できる体験であり 有意義な
時間を過ごすことができました 一名のﾄﾞﾀｷｬﾝはありましたが 参加していただいた13人の 学生のみんなには、きていただ
いて 本当に感謝しています。 みんな平和に対して興味や関心を持ったと言ってくれたので 本当に頑張ってよかった 。み
んなにいつも不真面目ｷｬﾗで通ってる 自分がキャンドルナイトを成功出来たのは 、凄くﾃﾞｶｲ。山梨日日新聞の記者も取
材にきていただき 明日の朝刊にも載ることが決定 。メディアで取り上げていただいたのは 凄く嬉しいです 。自分の平和
に対する気持ちが掲載されるのは 少し恥ずかしいですが 。今は嬉しい気持ちでいっぱいです。
でもこのキャンドルナイトを終えただけで 満足せず、これからも平和への活動をしたいと 改めて思いました 。
今回残念ながら参加出来なかった人にも機会があれば是非次回参加していただきたいです キャンドルナイトピースフレ
ンドに誘ってくれた タクミ 、色々な知識とアドバイスをくれた ﾀｹｻﾝ 、大船観音で語り合った 仲間達 キャンドルナイトに参
加してくれた みんな 、本当にありがとう これからもこの繋がりを大切にしていきたいです。人と人との出会いって本当に
素敵だ。（山梨 白須晃太）
６月２３日は『沖縄慰霊の日』です。檀王法林寺さんは沖縄と縁のあることから、以前から慰霊の日にあわせ集まりを行っ
ていたそうです。同じく戦争で大きな悲しみをおった広島・長崎の原爆、戦争の記憶と平和への願い 本堂で灯された『原
爆の火・平和の火』と沖縄を想う唄。沖縄戦の経験者で、現在も沖縄の基地問題に取り組んでおられる大田元知事。唄
や語りの中で、この会に関わりを持てたことの意味を感じていました。僕の持っていた原爆の火は昨日消しました。これか
らは僕の中に『何かの火』を灯していこうと思います。有難うございます。 （京都 坂本匡也）
キャンドルナイトは終わりましたが、春貝地と私の活動は昨日はじまったばかりです。キャンドルナイトを通してはると私、
二人しか居なかった平和考えようサークル（仮）の仲間が５人に増えました。ステキです。まず、広島行きます。星野村に
も行きます。（大阪 小谷みちこ）
よかった、というお声や、思ったより深かった、とか、戦争の話とかとは思ってなかった、とかいろんなお声もいただいて、
でも普段そういうことを一切考えることなかったから考えると毎日がどんだけ大切か気付いた、とか最近周りで亡くなった
かたのことを想った、とか気付きもたくさん生まれたようで、よかったなとほっとしてます。イベントとしてはまだまだ反省す
べきことは盛りだくさん（笑）なのですが、やってよかったです！ありがとうございました◎
それと、一番私にとってはハナちゃん（平和の火）と過ごした時間が何より学ぶことがたくさんあって、自分の心のありかた
や、ハナちゃん本当生き物だなぁとびっくりしたり。。奇跡もたくさんおこりました☆次会うときには少しでも成長した自分で
ありたいです。（神戸 釣琴美）
昨夜 キャンドルナイトを無事に終えました。火は生活になくてはないもので そこから 文明は発達してきた、でもその火
に人間のエゴが加わり原爆をうんでしまった。人間のエネルギー 火のエネルギー などの話 被爆者の方の想い 山本
さんのこと 下手ながら皆さんの前でお話してきました。
平和の火は 今回 とても たくさんの人に伝えることができました。ありがとうございました。（熊本 神田志保）
無事にキャンドルナイト終了いたしました。ひとりひとりが、今自分が出来ることをテーマに平和について伝えました。平和
の火の意味がひとりひとり違うからこそ、平和に対するアプローチもちがうんだなぁと最後に平和の火のカイロを廻しなが
ら意見をシェアしたのはひとりひとりとても良い機会だったと思います。（福岡 田中茂吉）
私はこの火を使うことがとても怖く、この火を使うことに疑問を感じていました。採火のワークショップに参加した後、この
火は大倉さん（ゲスト）を苦しめた火であることに気づいたからです。「平和の火」という名前の魅力にひかれましたが、これ
はもともと「原爆の火」です。ずっと原爆症で苦しんできた大倉さんにとっては憎いものでしょう。その火を使って1周忌の
キャンドルナイトをしていいのだろうか？と悩みました。
しかし、日ごろJIM-NETになぜ関わっているのか、それぞれの平和への思いを熱く語り合い、大倉さんがずっと訴えてき
た「核廃絶・戦争をしない」という思いを受け継いでいこうという場にもなり、この火を使って良かったと思いました。
参加者の皆さんからも、ゆっくり語る機会ができて本当に楽しかったと言って頂き、来年のワークショップ（採火セレモニー）
にぜひ参加したい！という方もいました。素敵な機会を与えてくださった1pi-ceの皆さんに感謝いたします。ありがとうござ
いました。（東京 大嶋愛）
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参加者の感想
奥村彩加さんが出演されるのがきっかけで初めて参加させていただきましたが、原爆の残り火のことやキャンドルナ
イトの取組のことなどを聞いていま平和であることが当たり前と思わずに守っていかなければいけないものだとつくづ
く考えさせられました。（神戸 参加者）

ほんの少しの時間でしたが、大切な平和の火と一緒に過ごさせていただいたおかげで、これからも平和への感謝を
忘れる事なく、生きてゆけると思いますし、そうしなければいけないと改めて、思い起こさせていただけた事を感謝し
ます。（神戸 参加者）

広島原爆の残り火『平和の火』が戦後ずっと守り続けられていること、どういう経緯で平和の火が存在しているの
かなど今回初めて知りました。
この慰霊の日のイベントには沢山の人が来ていたけれど、みんな戦争を体験していない人ばかり。
その中でやさしく照らす平和の火はそれぞれにいろんなことを考えるきっかけを与えてくれていたように感じまし
た。私には子どもの頃に感じた心を思い出させてくれました…平和の火に包まれながら三線の音と沖縄で生まれ
た唄を聴き、平和についていろいろ考え、イベント終了後に平和の火をじっと見つめていたら…
６歳頃に見た戦争の夢の一部が鮮明に浮かび、幼心ながらに世界中の戦争が無くなるよう毎晩祈っていたことを
思い出し、大人になってその心を忘れてていってることに気付かせてくれました。
私を含め、戦争を知らない世代が増えるその世代は戦争を体験していないけれど、知り、そして更に知らない世
代に伝えなければならない。そんな中で戦後守り続けられている平和の火の存在はとても大きな役割を果たして
くれていると思いました。（大阪 参加者）

6月20日に風人の家で、平和の火でキャンドルナイト『命どぅ宝』があり参加しました
その平和の火をお借りして、今回みんなで沖縄の基地問題や広島の原爆の話しを聞いたりして平和について
考える凄く意味のあるいい場でした。
僕は昔は、戦争の話しとか映画とかは、自分の気持ちがマイナスに成るだけで嫌やって思ってて見ない聞かな
い考えないようにしてました。
でも今はそれじゃあダメなんだって事に気づいた。今も地球で戦争は続いててたくさんの人が悲しい目に合って
いるどうすれば戦争が無く成るのか？
今のまま無関係で知ろうとも考えようともしないのでは戦争は一生無く成らない(>_<)
やがていつかは地球は滅びてしまうと思う。
どこかの国の偉い人が、地球温暖化に対しては凄く考えててめっちゃ真剣に対策してるって話ししてて、でも軍
隊(戦争)は平和の為に必要なんだって言ってて、それは違うやろって頭の悪い僕でもそう思った。
地球から軍隊や武器が無くなり戦争が無くなるようにする為には、あきらめずに昔の過ちを勉強し、今の現状を
知り、考え、行動する事が大事やって思った。
そういう意味で、この平和の火は、みんなに平和について考えて貰えるきっかけになる火だって思うから、想い
を込めて火を見ながら祈りましたm(__)m （大阪 参加者）
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メディア掲載
5月30日 読売新聞 筑後かわらばん 毎日新聞（神奈川）
6月1日 大阪日日新聞
6月3日 毎日新聞（大阪）
6月4日 神奈川新聞
6月12日 中日新聞（北勢）
6月14日 京都新聞 読売新聞（京都） 毎日新聞（京都）
6月19日 中日新聞
6月20日 函館新聞
6月21日 大阪日日新聞他
6月22日 山梨日日新聞 神戸新聞 朝日新聞（神戸） 読売新聞（神戸） 愛媛新聞
6月24日 毎日新聞（北九州） 西日本新聞 読売新聞（大阪）
6月28日 梅田経済新聞
7月3日 毎日新聞（大阪）
7月8日 毎日新聞（愛知） 朝日新聞（愛知） 中日新聞（愛知）
8月8日 読売新聞 筑後かわらばん
横浜ウォーカー 、MEDIA We、レディオ湘南FM83.1MHｚ「湘南まちかどミュージックパラダイス」

メディア掲載：新聞：26誌 ラジオ：１ 雑誌：2 テレビ：2
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収支
＜収入＞
星野村セレモニー参加費（合宿5名・学習会4名・準スタッフ1名）

39,000

鎌倉セレモニー参加費（合宿14名・準スタッフ4名）

80,500

京都セレモニー参加費（合宿7名・学習会15名）

80,000

Tシャツ販売 27枚

53,600

キャンドル販売（メッセージ 6個、ワンピースキャンドル 218個）

55,500

シゴロDVD販売 （5枚）

14,700

ワンピース基金

52,087

合計

¥375,387

＜支出＞
星野村セレモニー経費（謝礼・場所代）

30,750

鎌倉セレモニー経費（謝礼・場所代・夜食代）

49,000

京都セレモニー経費（謝礼・場所代）

44,900

Tシャツ制作費 50枚

53,550

キャンドル制作費（メッセージ、ワンピースキャンドル）

33,595

キャンドル寄付（日本原水爆被害者団体協議会）

4,090

DVD支払い

11,760

広島取材費（交通費・宿泊費）

22,523

スタッフ交通費（各セレモニーへの参加にかかった分）

54,238

キャンドル制作準備費

23,244

メディア代（チラシ・DVD等のコピー・出力費・メディア購入費）

22,419

送料（セレモニーに必要な資材等を各会場へ送った送料）

15,260

平和の火保存用経費（カイロ用火口等・ベンジン等）
その他雑費（防炎シート、チャッカマン、出演者への手土産等）
合計

3,460
11,912
¥380,701

総計 ▲5,314円
円
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総括及び今後の展望
今回の最も大きなチャレンジであった星野村以外の地域で採火セレモニーを実施するという
「ピースステーション」を無事開催できた事は私共にとって非常に大きな一歩だったと思います。
結果、今まで以上に様々な方々に平和の火に触れていただく機会を作る事ができました。今後
もこのピースステーションを継続して展開し、様々な地域で採火セレモニーを開催してまいりた
いと思います。
同じく新しいチャレンジとしてスタートさせたリサイクルキャンドルの活動について、キャンドル
アーティストとのコラボレーションもスタートしました。今後も更に多くの方々とのコラボレーショ
ンを行っていき、平和の火を知っていただく機会をこの活動から作りたいと思っております。
また、今回は原爆投下や終戦の日がある8月での実施の要望を非常に多く聞きました。
今までは平和の火の存在を知ってもらうという目的の元、夏至の時期に1回限りで開催してま
いりましが、平和の火と私共の活動の認知度が上がると共に、平和を願う機会にこの火をぜひ
とも使いたいと、社会の要望を新たに生み出す事ができたのだと思います。
今後これらの要望に応えると共に、この火を中心に様々な平和への祈りの機会を作れるように、
開催時期に関して、夏至に加えて8月の開催を行いたいと思っております。
最後に、活動が拡大していくと同時に、今まで以上に安全性を重視していく事を意識しなけれ
ばならない事を強く認識しております。
安全性に対する様々な工夫を盛り込み、今後の展開を作り上げていきたいと思います。
たくさんの人の心にこの火が灯りますように。
多大なるご協力大変感謝しております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

Candle Night 1 Pi:ce実行委員会
代表 吉澤武彦
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