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2013 年 9 月 21 日、5 月から準備を始めた「キャンドルナイトｉｎ港南台 2013」が無事に開催されま

した。当日は天候がよく、450 名あまりの来場者がありました。幅広い年齢層の方々に来場して頂き、

「キャンドルナイトｉｎ港南台」が地域のイベントとして根付いてきたことを実感しています。 

 

キャンドルナイト in 港南台実行委員会  

 

 

 



 

5 月から始まった実行委員会、9 月の卵キャンドル作りワークショップ、そしてキャンドルナイト当日まで、今

年度もスタッフ・協賛者の方々をはじめとした多くの地域の方々が参加して「キャンドルナイト in 港南台 2013」

は企画運営されました。今年は「みんなで灯そう…心のキャンドル ～あなたのあかりがわたしたちのちから～」

というテーマのもと、日々の暮らしや一人一人の幸せについて、来場者、運営スタッフともに考え直す機会とな

りました。 

今後もさらに多くの方々と協力しながら、活動を進めていきたいと考えています。 

 

■キャンドルナイト in 港南台 2013 が開催されるまで 

●運営会議 

タウンカフェ小箱ショップのオーナー(作家さん)のつぶやきから生まれた「キャンドルナイト in 港南台」は、

第５回より実行委員会を組織し企画運営を行っています。学生・主婦、音楽講師、商店主、地域ボランティア、

タウンカフェスタッフなど様々な年代・職種の人が集まって知恵を寄せ合い、和気あいあいと、そして真剣に、

話し合いを重ねています。 

【実施日】 

5 月 10 日(金）、5月 23 日（木）、6月 21 日（金）、7月 14 日（金）、8月 9日（金）、9月 4日（水）、9月 14 日（土） 

【場所】港南台タウンカフェ 

【参加者数】 実行委員：13 名 当日スタッフ：33 名 

実行委員会参加者数 延べ 46 名 

 

●プレイベント 

○キャンドルナイト in 港南台 2013 ワークショップ 

「キャンドルナイト in 港南台」のプレイベントとして、今年度も事前のワークショップを開催しました。今年

度は、「エコ」を重視した作品づくりをメインに、卵の殻と廃油で作るエコキャンドル、牛乳パックやアルミ缶

で作るキャンドルホルダーなどの製作イベントを行いました。当日は朝に小雨が降り、天候の心配がされたもの

の、子どもから大人まで様々な年代の方が多数参加し、事故なく盛況に開催することができました。今年のワー

クショップでは、参加者に持ち帰っていただいたものの他、約 200 個ものキャンドルが出来上がりました。 

 

【実施日時】 ・9月 14 日(土)10：00～たまごキャンドル・キャンドルホルダー作り（参加者 70 名） 

【場所】港南台テント村 

【ワークショップ参加者数】 参加者約 50 名、スタッフ 20 名 合計約 70 名 

         

 

■キャンドルナイトⅰｎ港南台 2013                              

9 月 21 日のキャンドルナイト当日は天候に恵まれ、450 名を越える方々が来場されました。手作りのたまごキャ

ンドルやオイルキャンドルが灯り、飲食販売スペースや音楽演奏スペースが設置された会場内で、来場者は思い

思いのひとときを過ごしました。今回のテーマは「みんなで灯そう…心のキャンドル ～あなたのあかりが、わ

たしたちのちから～」。多くの方に「くらし」や「エコ」に関するメッセージを寄せていただき、その内容は「エ

コ宣言」として会場内で朗読されました。 

今年度は初めての試みとして、近隣小学校の放課後クラブや区民活動支援センターの団体参加がありました。事

前に職員の方々に講習会を行ない、団体ごとにキャンドルを作ってもらいました。ブースの飾り付けも各団体が



行ない、それぞれ特徴があり見応えのある展示でした。当日は、自分の作ったキャンドルを見に来る小学生の姿

も見られ、和やかなイベントになりました。 

 

【実施日時】2013 年 9 月 21 日（土） 19：00～21：00 

（19 時半開会、20 時ライトオフ） 

【場所】   港南台テント村 

【参加者数】 合計：約 500 名  （内訳）運営スタッフ：44 名 

演出協力者 ：5名※運営スタッフ 1名重複（音楽演奏・朗読等） 

来場者数  ：約 450 名 

【エコ宣言記入枚数】合計：241 枚 

【内容】 

・ キャンドル点灯（たまごキャンドル約 750 個、オイルキャンドル約 100 個・近隣店舗のライトオフ） 

・ 音楽演奏・朗読（「平和について考えよう」「ならなしとり」） 

・ エコ宣言（来場者による記入と展示、読み上げ） 

・ 飲食販売（ジュース、コーヒー、麦茶、ビール、ワイン、おせんべい、焼き菓子、チーズ） 

 

 

   

 

▽ご協賛事業者・団体・個人 

・合計数：29 団体   ※順不同・敬称略 

  賛同企業名 協賛内容 

1 髙島屋 港南台店 備品提供・ライトオフ・賛同金 5口 

2 横浜港南台商店会 賛同書・賛同金 10 口 

3 横浜港南台ロータリークラブ 賛同書・賛同金 10 口 

4 クリーニング ミコ 賛同書・賛同金 10 口 

5 （作文教室）言葉の森 チラシ、ライトオフ、賛同書・賛同金 3口 

6 ダイエー 備品提供・ポスター 

7 港南台バーズ チラシ･ポスター･賛同書・賛同金 5口 

8 株式会社一幸堂 チラシ･ポスター 

9 港南台生き生きプレイパーク チラシ・賛同書 

10 ソラマメハウス チラシ・賛同書 

11 ぱねとんちーの チラシ･賛同書・賛同金 3口・ライトオフ 



12 株式会社八千代ポートリー 卵の提供・賛同書 

13 株式会社有隣堂 港南台ミュージックセンター ライトオフ・賛同書 

14 ビーバービル 賛同金 3口 

15 COCO'S 横浜港南台店 ライトオフ 

16 NPO 法人さくら茶屋にししば ポスター掲示 

17 三ツ山製菓 賛同書・賛同金 2口 

18 港南台連合自治会 ポスター掲示 

19 日野連合町内会 ポスター掲示 

20 神奈川新聞 記事掲載 

21 横濱タウン新聞 記事掲載 

22 はまかぜ新聞 記事掲載 

23 タウンニュース 記事掲載 

24 tvk ハウジングプラザ港南台 賛同書・賛同金 3口 

25 ミサリングファクトリー チラシ・卵の殻提供・賛同書 

26 東欧企画 ワイン割引提供・賛同書 

27 餃子坊 ポスター・賛同書 

28 味奈登庵 卵パック提供・廃油提供 

29 SING88 チラシ・賛同書・賛同金 5口 

30 テスコビル ポスター 

31 お茶とのりのいしだ園 ライトオフ・ポスター・倉庫スペースの提供・賛同金 1口 

32 JR 東日本 港南台駅 ライトオフ・ポスター 

 

▽参加団体 

・合計数：5団体   ※順不同・敬称略 

 参加団体名  参加団体名 

1 横浜市立港南台第一小学校キッズクラブ 2 横浜市立港南台第二小学校はまっこ 

3 横浜市立小坪小学校はまっこ 4 学童クラブ にじいろハウス 

5 港南区民活動支援センター 

 

■決算報告  

●収入    

  単価 数 小計 

協賛金 1,000 60  \60,000

飲食売上  1 式  \30,200

補助金等（区民活動

支援センターブランチ） 
 

  

 

1 式  \ 100,000

合計  \190,200
 

●支出    

  数  小計 

広報 1 式 \27,400

備品 1 式 \17,050

事務経費 1 式 \116,084

飲食仕入れ 1 式  \18,484

繰越金 1 式 \11,182

合計    \190,200
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