
主催：第１９回いけだ夢燈花実行委員会 
協力：ダイハツ皐月会、池田市緑丘地区福祉委員会、トアエル(池田市公益活動促進協議会)、 
ママの働き方応援隊大阪池田校、鉢塚町内会、鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会、 
大阪教育大学附属池田小学校、石橋小学校、緑丘小学校、渋谷高等学校、宣真高等学校 
協賛：ダイハツ工業株式会社、ダイハツ労働組合　　　後援：池田市、池田市教育委員会 
 

２０２０年９月６日(日) 
１８：３０～ライブ配信スタート 

自宅からつながるオンライン夢燈花！参加方法はこちら 

①右のQRコード
からYouTubeに
アクセス！

②スマートフォン、タブ
レット、パソコンなどで
ライブ配信を楽しむ



１８：３０　　　オープニングセレモニー 
　　　　　　　　　　　　　　 開会挨拶　 

　　　　　　　　　　　　　宣真高校書道部・書道パフォーマンス 

 

１８：４０　　　点火式 

　　　　 　　　　　　　　 キャンドル点火リレー動画上映 
　　　　  　　　　　　　　キャンドル点火 
　　　　　　　　　　　　　命のストーリー朗読 
 

１８：５０　　　ほのあかりコンサート 
　　　　　　　　　　　　　北摂太鼓集団 
　　　　　　　　　　　　　緑丘小学校金管クラブ 
　　　　　　　　　　　　　石橋小学校金管クラブ 
　　　　　　　　　　　　　渋谷高校吹奏楽部 
 

１９：２０　　　エンディング　（１９：３０　終了予定） 

オンライン夢燈花プログラム  

２

2020年のいけだ夢燈花は「YouTube」でのライブ配信開催！
オンラインで灯りと想いをつなぎます。

ご自宅のパソコンやスマートフォンなどで視聴をお楽しみください。

アクセス方法

下の コードをよみとる

または「いけだ夢燈花」で検索！
ホームページのいちばん上にある

動画チャンネルの　　　 ボタン

をクリック！

ココ 



いけだ夢燈花に寄せて
　「第19回いけだ夢燈花」のご開催を
お祝い申しあげます。
　2001年6月8日の大阪教育大学附属池
田小事件の被害者となられた8人の天使
のご冥福と世界の子どもたちの平和と
安全を願って、NPO法人北摂こども文
化協会と地域団体との協働による心温
まる取組は19年目を迎えました。
　今回は、新型コロナウイルス感染予
防のため、例年のイベント開催にかえ
て、自宅からつながる「オンライン夢
燈花」を企画されました。夢燈花実行
委員会の皆さまがキャンドル点火式を
行われ、その様子をライブ配信されま
す。また、キャンドル作り協力校の大
阪教育大学附属池田小学校、緑丘小学
校、石橋小学校の皆さまをはじめ、多
くの方々が参加された手作りキャンド
ル点火リレーの動画も上映いただきま
す。
　皆さまの温かい想いによりまして、
「子どもたちの平和と安全を願う」燈
火は、いっそう光り輝くことでしょ
う。
「第19回いけだ夢燈花」事業のご盛会
と、皆さまのご健勝ご多幸を祈念申し
あげ、ごあいさつとさせていただきま
す。

北摂こども文化協会　理事長  

川野　麻衣子  池田市長 

冨 田　裕 樹 

　世界の子どもたちの平和と安全を願う
「いけだ夢燈花」は、大阪教育大学池田
附属小学校児童殺傷事件を受けて、＜子
どもたちのために今一度人を信頼できる
安心のまちを築き上げよう＞と始め取り
組みです。呼びかけに賛同して下さった
地域団体・個人有志の皆様と実行委員会
を結成し池田市や企業や個人の皆様にご
協賛を賜りながら実施して参りました。
　2020年に19回目を数えます。夢燈花
を通じて血縁に関係なく「地域の子ども
を地域の大人が育てるまちづくり」を目
指しています。
　 今年はコロナ禍に見舞われることとな
り、従来の防犯・防災に加え、感染予防
も子どもたちの生活を守るために欠かせ
ない社会課題となりました。今だからこ
そ必要な「人とのつながり・ぬくもり」
を感じられる環境を創り出したいの思い
で第19回いけだ夢燈花を企画しました。
　 今回は密を避けるために水月グランド
での開催を断念し、オンライン上でのラ
イブ配信に挑戦します。地域の子どもた
ちが夢や想いを描いたキャンドルカップ
に、明かりを燈します。また収録動画配
信による「ほのあかりコンサート」も実
施、初の＜オンラインいけだ夢燈花＞を
どうぞお楽しみください。
　 ご協力くださいました全ての皆様に感
謝申し上げます。

３



いけだ夢燈花とは 
  

　第１９回目となる「いけだ夢燈花」。 

今年は次の思いでこの取り組みを行っています。  

４

　「子どもたちの平和と安全を願う大人がいる」

ことを子どもたちに発信！

　　　　子どもたちに安心感をもたらし、大人や社会への信頼を育む

　　　　子どもたちが地域の大人と知り合いになるきっかけを提供

　　　　親や教師以外にも<信頼のできる大人>との関係づくりを行う

　「地域の大人が地域の子どもを育てる」

社会づくり

　１９９４年、日本は［子どもの権利条約］を批准したにも関わらず、子どもたちが安

全に暮らすことのできる現状をつくりだせていないのが現状です。  

　 池田市においては、２００１年に子どもを標的にした残虐な事件が起こりました。

この事件で尊い命を失った子どもたちをはじめ、心に深く傷を負った子どもたちは

数知れません。その後も子どもたちが犠牲になる事件が起きています。世界に目

を向けると地震被害、津波被害等の天災で、多くの子どもたちが命を亡くしていま

す。未だ戦火に追われ、自由を奪われ、不当な扱いを受けている子どもたちも多

くいます。 

　「いけだ夢燈花」は、そんな世界の子どもたちの、平和と安全を考えるきっかけに

なればと願っています。  

　 被害者となった子どもたちの冥福を祈り、世界の子どもたちの平和とすこやかな

る成長を祈る。子どもたちにとって安全な地域環境とは何か、地域の大人たちは

何をすべきか、何ができるのかを考え、実行にうつす。そして、地域コミュニティに

関心を持ち、自分のコミュニティに積極的に関わりを持つ大人、若者、子どもたち

の参加の場所を提供し、市民による市民自治の関心を高める。  

　 こういった思いを持つさまざまな方のご支援のもと、毎年、夏の恒例行事として

行っています。  

　 ２０２０年、新型コロナウィルスが猛威を振るい、新たな社会課題を突きつけまし

た。子どもたちが人の育ちに必要な「群れて遊ぶ」ことがままならなくなってしまっ

たのです。この社会状況も子どもたちの安全をゆるがせにする一大事となりまし

た。「密を避けながらも心豊かな成長に不可欠な＜人とのつながり＞を感じること

のできる場づくり」も、夢燈花における一つのテーマに加わりました。  

 



　
　この秋、君は二歳の誕生日を迎えようとしています。

“トツキトオカ “赤ちゃんがお母さんのお腹の中で過ごす時間です。二年前の今頃、あわてんぼうの君は、お母さん
のお腹の中から早く出ようとしていました。トツキトオカまでまだあと二か月もあるのに。君の身体は外に出ても元気
に過ごせるようにまだ育っていませんでした。（中略）何よりも君に会えたことがとにかく嬉しかった。お父さんもね、君
が生れた時、嬉しくて泣いていたんだよ。（中略）
　一歳の誕生日を迎えるまでに二回入院も経験しましたね。一度目は風邪をこじらせて、二度目はお腹の病気で手術
をするかもしれないと言われました。その時とても生きた心地がしませんでした。こんなに小さな君が苦しんでいるの
に、早く良くなりますようにと願うことしかできなかったのです。
　 （中略）その全てが当たり前のような毎日だけど、お母さんにとってはどれもが奇跡のような日々なのです。いつか
大きくなったら君に伝わるといいな。そして君のお友だち一人ひとりにも、このような奇跡の日々があることを知っても
らえたらと思います。その日がくるまで、急がず、ゆっくり歩んでいこうね。（池田市在住　３０代女性匿名）

２００１年６月  大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件 
幼い子どもたちの尊い命が奪われ、また、数知れない多くの子どもたちが 
心に深い傷を負う 

２００２年８月  ＮＰＯ法人北摂こども文化協会主催「夢燈花」開催 
事件を受け、ＮＰＯ法人北摂こども文化協会が開催。大阪府池田市の 
水月公園に１，０００個のろうそくを並べ、明かりを灯して祈りを込める。 
市民の手によって作られるイベントを目指す  

２００２年９月  市民活動「いけだ夢燈花実行委員会」設立 
「夢燈花」に協力参加した池田市民および市民団体の理解と賛同を得て、 
「市民による地域行事」として動き出す  

２００３年８月  「いけだ夢燈花２００３」開催 
宮城県下の養護学校より、生徒らが作ったキャンドルが寄贈される。 
以降、毎年手づくりキャンドルの贈呈を受ける  

２００４年８月  「いけだ夢燈花２００４」開催 
平和安全祈念モニュメントの建立池田市水月公園を平和安全のメモリアル 
パークと位置づけ、池田市安全宣言（和文･英文）を刻んだモニュメントを設置  

２００５年８月  「いけだ夢燈花２００５」開催　以降、毎年継続して開催  

いけだ夢燈花のあゆみ  

５

みやぎ夢燈花 

　いけだ夢燈花の趣旨に賛同して下さった石川健先生（宮城県
立光明養護学校の元校長）が宮城県下の各養護学校に呼びか
け、養護学校生徒による手作りキャンドル～その数約８００個！を
いけだ夢燈花に寄贈して下さったのがご縁で池田と仙台のつな
がりが生まれました。２００３年のことです。 
　普段支援してもらう側の障害のある青少年が立場を逆転。社会
に貢献する取り組みとして意義を感じています。 
　２００６年には市民団体「みやぎ夢燈花」が発足され翌年から毎
年、仙台でも「みやぎ夢燈花」が開催されています。みやぎ夢燈
花は子どもたちの平和と安全に加え、障害のある青少年の社会
参画も目的に据え活動を進めてきました。 

命のストーリー  

 
　命の尊さを伝え合うために、出産・育児・介護・看取りなど命にまつわるエピソードを募集しました。  
夢燈花当日、一部を点火式にて朗読します。  

　 



　今年は例年のように盛大な夢燈花イベントができな
くてとても残念です。 
　今回の第１９回目は縮小規模の開催ですが、大切
な子供達の命を守る強い思いと、いけだ夢燈花に向
けての意気込みは例年と同じです。 
　この熱意が皆様に伝わりますよう願っております。 
　　           （ダイハツ皐月会・ 池田第１支部　 平田篤樹）  

　第１９回を迎えられる『いけだ夢燈花』 
今年はカタチを変えて開催の様ですが、皆さんの
熱い想いで新型コロナに打ち勝ちましょう！ 
子供たちが安心して暮らせる街づくりのためこれ
からも映像で応援します。 
　　               　　（株式会社OMB代表　吉田 康）  

　地域の子どもたちと大人が顔見知りになることで、
より暮らしやすい社会につながると、幼い子どもを現
役で育てながら日々実感しています。 
夢燈花がこれからも広まり愛され続いていくことを心
より願います。 
（ママの働き方応援隊大阪池田校　園部佳子、田中尚
子） 

６

　新型コロナウィルスに打ち勝つためには、全世
界の協力が必要です。今こそ地球は一つ平和に
繋がるチャンスです。 
　夢燈花を通じて発信していきます。お互いに頑
張りましょう。 
           （ダイハツ皐月会・池田第２支部　稲田秀世）  

いけだ夢燈花への想い 

 

　今年度の夢燈花も、同じ想いを持つ池田市内の多くの 

人々が実行委員として準備を進めてきました。実行委員 

からのメッセージです。 

　コロナ禍での『第１９回いけだ夢燈花』の開催を大変嬉しく思います。 
多くの皆様にご協力いただき心より感謝申し上げます。夢燈花が永続的に活動の和が広がる事を祈っておりま
す。 

（ダイハツ労働組合）  

　本来ならば小学校のキャンドル作りや竹灯籠作りに精を出しているところですが、今年はコロナウィルスの影響
で大々的に集まることができません。３密を避ける為にビデオメッセージでのキャンドル作りや本番もオンラインで
行われます。色んな行事が中止になる中での新たな取り組みとして開催されます。大成功をお祈りいたします。
令和２年２０２０いけだ夢燈花がいい思い出になりますように。　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　（ダイハツ皐月会・ 池田第１支部長　篠原太一／ 池田第２支部長　角田学）  

　今年も「いけだ夢燈花」の時が参りました。いつもの様に皆様とにぎやかしく楽しく又子供たちの平和と安全を祈
るイベントですが、今年はコロナウィルス感染拡大で大変なところ多くの方にご協力とご参加いただき無事につと
めることができました事を心より感謝します。 
　この世の中は何が起こるかわからない。人間の力ではどうにもできない。本当に信じられません。その中で自分
の事より人のために日本のため平和でありますように祈ることしかできません。すべてが解決し、安全、幸せ、健
康がおとずれますように。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（緑丘地区福祉委員会　髙木多嬉子）  

　今年はコロナ禍で、みんなと一緒にキャンドルの
灯をともせないのが残念です。そんな中でもオン
ラインという形で、皆さんの心と共に平和を願える
事、嬉しく思います。 
　1日も早く平穏な日常に戻る事を切に願います。 

 （多世代交流ハッピーズ）  

　夢燈花の開催おめでとうございます。 
今年は新型コロナウィルスの影響で規模を縮小せざ
るをえなくなりましたが、地域の人々がたのしく集い
「絆」を深め、安心・安全な町づくりをめざして、夢燈
花のいっそうのご発展をお祈り申し上げます。 
　　　　　　　　　　　   　　（鉢塚町内会会長　末本和敏）  



　 
　６/１１　小学校へのキャンドルカップづくり 
　　　　　　動画撮影＠水月児童文化センター 
　７/１６　＠市立緑丘小学校（５年生） 
　８/５・６　＠大阪教育大学附属池田小学校（６年生） 
　８/５　＠市立石橋小学校（６年生） 
　８/８、８/９　＠水月児童文化センター 

７

「子どもたちが地域の方と交流できる貴重な機会なので、今年も実施できてよかったです。
毎年子どもたちもとても楽しみにしていて、普段の授業とは違う表情を見せています。」（担当教諭）

 
 

当日に向けて 

 

　夢燈花当日に向けて、今年もさまざまな準備が行われました。  

主役のキャンドル、当日会場に飾る竹灯籠などは、地域の子どもたちや大人が毎年手作り

しています。年に一度のイベントに参加するだけでなく、こうした準備で子どもと大人が場を

共にすることで交流を深め、地域のつながりが強くなることを願います。  

当日会場に飾る、竹灯籠づくり。青竹香るなか、 
ダイハツ皐月会のメンバーを中心に作業を進めました。 

竹灯籠づくり　　８/９＠水月児童文化センター 

キャンドルづくり　 

今年は特別に、小学校へお届けするキャンドルカップづくり 
動画を作成。水月児童文化センターと、池田市内の小学校に 
ご協力いただきキャンドル作りを行いました！ 

キャンドル点火リレー 
 今年はオンラインでのキャンドル点火リレーに挑戦！それぞれの場所から心を込めてキャンド

ルのあかりを燈（とも）し､想いをつなぎます｡なお、手作りキャンドルの一部はご協賛下さった池

田市内の店舗や福祉事業所等の一部に並びます。近くにお越しの際はぜひご覧下さい。
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第１９回いけだ夢燈花　協賛一覧　（順不同）
ご協賛頂きました地域の商店・企業・団体の皆様　ご協力ありがとうございます。
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１０



１１



１２



１３



１４

【 ご寄付 】

ジブラルタ生命 岡部様・佐々木様
一般社団法人 池田青年会議所 有志一同様

・・・ご協力いただいた方々からの声・・・

「附属出身者だが、地元の方が事件を機に被害者の生徒だけでなく、子ども達の健やかな
成長を見守る活動に地道に１８年間も活動を続けてこられた事に感動した。

また近くにいながらこのような素晴らしい活動を知らなかった。  OB達にも知らせたい。」

「夢燈花へのメッセージの協力に際して、改めて自分たちのできる事について考える
きっかけとなった。その事が普段とは違う誰かのためにまだ活動ができると思うと、

とても嬉しかった。

「２００１年の事件を目の当たりにしており、今でもできる事は協力したいと考えている。」

「２００１年の事件もそうだし、今回のコロナ禍で大人がしてあげないといけない事は
たくさんあると再認識した。」
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残虐な事件の被害者となった子どもたちの冥福を祈ると共に、  

世界の子どもの平和と安全を祈願し、ろうそくを灯します。  

また、子どもが安全に暮らせるまちづくりに大切な地域コミュニティの  

活性化に努め、様々な個人や市民団体に呼びかけております。  

それぞれができる関わりをしていただければ幸いです。  

第１９回いけだ夢燈花 協力団体 

 いけだ夢燈花主催事務局 

特定非営利活動法人北摂こども文化協会 
〒５６３-００２３　大阪府池田市井口堂１丁目１０番１８号３０Ａ 

ＴＥＬ：０７２-７６１-９２４５／ＦＡＸ：０７２-７６１-９２４４ 
 

北摂こども文化協会　会員（個人・法人）募集中 
子どもたちの笑顔と未来のために貴方のご支援をお待ちしております！ 

スタッフ・ボランティアも随時募集中 

いけだ夢燈花ＨＰ

ダイハツ皐月会 
平成元年設立。全国で１６支部あり、池田には第１支部と第２支部がある。会員相互の親睦や地域住民
との共生融和をはかり、一人一人が生きがいを持ち、支えあうことをモットーに公園清掃など様々な活
動をしています。

鉢塚町内会 
鉢塚町内会は、鉢塚１丁目～３丁目約２，０００所帯の内約６００人が会員として活動しています。催
事活動内容は菖蒲祭り・盆踊り・地蔵盆等を開催し、良好な地域社会の維持に努めています。

池田市緑丘地区福祉委員会  
誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを基本理念に、子育てサロン・ふれあいサロン・高齢者食事
会・見守り・声掛け・男性料理教室など地域に根ざした活動をしております。キャッチフレーズ「助け
合う緑丘地区の和」

ママの働き方応援隊 大阪池田校  
０～３歳の赤ちゃんと母親が様々な場所へ出向き、人として大切な事を感じてもらう「赤ちゃん先生プ
ロジェクト」を主軸に、社会とつながり地域をつなげる活動をしています。

特定非営利活動法人　北摂こども文化協会  
１９９９年８月に法人格を取得し、「子どもの権利条約」の普及と推進を基本理念に活動しています。
２００１年より池田市立水月児童文化センターの管理運営を受け（２００４年より指定管理者）、子ど
もと大人が共に育つ共育事業を手掛け、一人ひとりが自己実現できる場づくり、「あるがままのあなた
でいいよ」のメッセージを伝え続けています。ほかにも里山事業「ひと山まるごとプレイパーク」や太

鼓・篠笛事業など様々な自主事業の運営や、企画プロデュースも行っています。

鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会  
鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会は緑丘小学校区にお住まいの皆さん、お年寄りから子供たちが
笑顔で暮らしていける街づくりを目指して活動しています。


