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世界の
⼦どもたち

の平和と安全を願って
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後⽇動画配信

第20回�いけだ夢燈花�当⽇の模様は、9/15（⽔）以降収録動画として

オンラインにてご視聴いただけます。公開は夢燈花HPにて告知。

YouTube「北摂チャンネル」で検索�または�QRコード�からアクセス！

【配信内容】（予定）

▶書道パフォーマンス（宣真⾼校書道部）

▶太⿎演奏（太⿎塾⼀輝）

▶セレモニー／点⽕式

点 ⽕ 式

セ レ モ ニ ー

オ ー プ ニ ン グ
  主 催 者 挨 拶
  来 賓 挨 拶

命 の ス ト ー リ ー 朗 読

ク ロ ー ジ ン グ

プログラム・視聴⽅法
�型コロナウィルス�染��⼤の状況等により、内�や時間が⼀��更・中⽌になる可�性があります。予めご了�下さい。

夢燈花�収録動画配信
視聴⽅法
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⽔⽉児童⽂化センター

ウッドデッキ

※��はイメージです。

※開�⽇当⽇は��事���発令期間中のため、プログラㇺを⼀�を�更しております。



川野 �⿇⾐⼦
北摂こども文化協会理事長

 この度は「第20回いけだ夢燈花」の

開催をお慶び申し上げます。地域の皆

様、関係者の皆様の強い思いと不断の

努⼒のおかげで20回⽬の節⽬を迎えら

れましたことに深く敬意を表したいと

思います。

 昨年来、新型コロナウイルスの影響で

様々な制限が加えられておりますが、

⼦供たちにとって友達と⼀緒に学んだ

り、遊んだりすることの体験が本当に重

要ではないかと考えます。昨年の夢燈花

はオンラインでの開催でしたが、今年は

皆で集まって実施されます。⼀緒に平和

について考えることで、誰かと必ず繋が

っているということを改めて感じていた

だければと思います。

 最後に本事業のご盛会と皆様のご健勝

ご多幸を祈念してご挨拶とさせていただ

きます。

 世界の⼦どもたちの平和と安全を願う

「いけだ夢燈花」は、今年で20周年⽬を迎

えます。⻑きにわたり続けることができた

のも、ひとえにご賛同くださいました市⺠

の皆様はじめ、池⽥市⾏政関係者や地域の

商店・企業・団体等、多くの皆様のお⼒添

えがあってこそ。この場を借りて⼼より感

謝申し上げます。

 昨年来、コロナ禍に⾒舞われ、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。三密を避けるために、⼈との出会い・

交流・体験の場が失われる事態となり、⼦

どもたちの⼼豊かな成⻑を促す「⼈とのつ

ながり・ぬくもり」を感じられる環境をい

かに⽣み出すことができるかも、新たな課

題となっています。

 昨年はライブ動画配信の⼿法を取りまし

たが、やはり灯りの燈った1,000個の⼿作り

キャンドルを⽬にすると胸に迫るものがあ

ります。みなさんに感じてほしい。今年は

⽔⽉公園にて「サイレント夢燈花」を開催

することにしました。夢燈花キャンドルの

特徴は⼦どもたちの夢が描かれているこ

と。ぜひご⾃⾝の眼で⼼で、⼦どもたちの

夢に想いを馳せていただければ幸いです。

ごあいさつ

⽥渕 �和明
池田市教育長

※開�⽇当⽇は��事���発令期間中のため、プログラㇺを⼀�を�更しております。



 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。地震被害、津波被害等の天災でも、多くの⼦どもたちが命を亡くしています。

 「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

成⻑を祈る。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、市⺠による市⺠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。

 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た取り

組みです。夢燈花を通して⾎縁に関係なく「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。

 シニア世代と取り組み始めた本取り組み。数年前から⼦育て

世代も加わりました。２０年⽬を迎える今年は、若者世代も積

極的に呼びかけました。三世代で取り組みます。地域に守って

もらう⽴場から守る⽴場に移り⾏く、⼤⼈への過渡期にいる若

者も加わり、各世代の感性を⽣かして、安⼼の街づくりを進めます。

地域の⼤⼈と⼦どもが共に

集い、世界の⼦どもたちの

平和と安全を願う

コロナ禍により失われがち

である「⼈とのつながり」を

実感できる取り組みを⾏う

いけだ夢燈花について

2 0周年〜 4つの⽬的〜2 0周年〜 4つの⽬的〜

⼈間の絆・セーフティネットの⽬による

安⼼・安全のまちづくりを実現するべく

地域の⼦どもと⼤⼈が出会い顔⾒知りに

なり⽇常においてあいさつを交わすこと

ができるような関係を作る

⼦どもと⼤⼈が共に

命の⼤切さを感じることが

できる取り組みを⾏う



2002.8

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

2004.8

安⼼安全のまちづくりのため、実⾏委員による
市内⼩学校への出前キャンドル作り
ワークショップを実施
以降、毎年継続

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⻑)が宮城県下の各養護学校に呼びかけ、

⽣徒による⼿作りキャンドル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。

普段⽀援してもらう側の障害のある⻘少年が⽴場を逆転。

社会に貢献する取り組みとして意義を感じています。

2006年には市⺠団体「みやぎ夢燈花」が

発⾜され、翌年から2017年まで仙台でも

「みやぎ夢燈花」が開催されました。

2005.8

「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

�

「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

「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

2002.9

2018.8

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２０００個のろうそくを並べ
明かりを灯して祈りを込める

市⺠の⼿によって作られるイベントを⽬指す

2003.8

2020.9
新型コロナウィルスの影響で

初のオンラインライブ配信を実施

2021.92021.9

2001.6

市⺠活動「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⺠および市⺠団体の理解と
賛同を得て、「市⺠による地域⾏事」として動き出す

みやぎ夢燈花

事業２０年⽬を迎え、事業２０年⽬を迎え、

地域の２０代の若者にも呼びかけ地域の２０代の若者にも呼びかけ

成⼈式にてボランティア募集チラシを配布成⼈式にてボランティア募集チラシを配布

キャンドルグラウンドデザインを⼤学⽣が担当キャンドルグラウンドデザインを⼤学⽣が担当



⽔⽉児童⽂化センターと、池⽥市内の⼩学校に協⼒いただき
キャンドル作りを⾏いました。実⾏委員の⾒守りのもと、
クレヨンで思い思いの⾊にキャンドルを染め、
将来の夢や平和への祈りをカップに描く⼦どもたち。
地域の⼤⼈と⼦どもとのあたたかな交流の場となりました。

7 / 9  �市⽴緑丘⼩学校５年⽣
7/16 ⼤阪教育⼤学附属池⽥⼩学校６年⽣
8/27 市⽴⽯橋⼩学校５年⽣
9/１ � 市⽴秦野⼩学校５年⽣
8/12 ⽔⽉児童⽂化センター (⼀般公募 )

当⽇会場に飾る、⽵灯籠づくり。⻘⽵⾹るなか、
ダイハツ皐⽉会のメンバーを中⼼に作業を進めました。
材料の⽵は、⼀般社団法⼈京都⽵カフェと
⻑岡京市環境の都づくり会議にご協⼒頂きました。

8/28 ⽔⽉児童⽂化センター

 夢燈花も２０周年を迎えて過去の出来事のように

記憶が薄れていく感じがありますが、そうではなく

て未来の宝物である⼦供を守ることが地域を池⽥を

守ることに繋がると思います。

 コロナ禍ではありますが⼤成功することをお祈り

します。（ダイハツ皐⽉会 �池⽥第⼆⽀部 � �⾓⽥学）

夢燈花にむけて、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。

夢燈花にむけて

地域の市民団体、協賛企業、個人有志などが実行委員として関わっています。

 今年の夢燈花はグランドで盛⼤に開催出来ると期待して

いたのに残念ですが、⼀緒にキャンドル作りの準備を通じ

て⽣徒さんとの触れ合いや顔⾒知りになれたことはとても

楽しい思い出です。

 ⼦供は社会の「宝もの」です。地域の⼤⼈達がみんなで

守る、そんな輪を広げる強い勢いと信念が夢燈花の中には

あります。 � （ダイハツ皐⽉会 �池⽥第⼀⽀部 �平⽥篤樹）

 夢燈花の開催おめでとうございます。

今年も新型コロナウィルスの影響で動画配信とな

りますが、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。

        （鉢塚町内会会⻑ 末本和敏）

 「夢燈花」当⽇に向けこども達と共同でキャンドル作り

を実施できましたので、当⽇はこども達と共に、キャンド

ルに明かりを灯して会場を盛り上げたいです。この⾵景が

こども達の思い（記憶）の中に残っていくと良いですね。

 こども達にとっても今年の夏休みの思い出の⼀つになる

だろうから⼤いに楽しんでください。

      （ダイハツ皐⽉会 �池⽥第⼀⽀部 �篠原太⼀）



街の商店、施設、イベント等にご協⼒いただき
「池⽥の街がこうなったらいいな」という想いや
みんなの夢をカードに書きました。メッセージは
⽔⽉児童⽂化センター内にてご覧いただけます。

7/10 池⽥市⺠安全のつどい開催

朝⽇新聞⼤阪版2021年6⽉9⽇朝刊（19⾯）理事⻑インタビュー掲載

「阪急阪神 �未来のゆめ・まち基⾦」第12回市⺠団体助成プログラム対象事業

�

 ⼦育て真っ最中の私達にとって、地域の⼦どもたちと⼤

⼈が顔⾒知りになることがより暮らしやすい社会につなが

ると、特にこのコロナ禍で実感しています。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）

市⺠から出産・育児・介護・看取りにまつわる命のストーリーを募集しました。
別冊にて掲載、いけだ夢燈花HPでもご覧いただけます。

夢燈花と同じく、発⾜20周年を迎える劇団「ぽこあぽこ」。
誰もがありのままでいられる居場所を作り、表現する楽しさを
⼦どもと⼤⼈とともに味わえる⽂化活動として継続してきました。
8/29に『銀河鉄道の夜』ミニ公演を実施。

 ⼦ども達の平和と安全を願う夢燈花のイベント

ととして、ミニ公演を上演させて頂ける事を⼤変

嬉しく思っております。

 燈りに託した、皆様の深い祈りが、コロナ禍を

⾶び越えて、天へ届きますように。           

       （劇団「ぽこあぽこ」⼊江⽔海）

 第２０回を迎えられる『いけだ夢燈花』今年も動画配

信となりますが、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）

 コロナ禍での『第２０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）

 コロナ禍で２０周年を迎えた、いけだ夢燈花。

平和な⽇常が⼀⽇も早く戻り、夢燈花の灯が永遠

に輝き続けますよう⼼よりお祈り申し上げます。 

        （多世代交流ハッピーズ �代表）

 夢燈花と同じく劇団「ぽこあぼこ」も２０周年を

迎える事が出来ました。

 ２０年前⼦どもだった劇団員も今では⼤⼈になり

継続することの素晴らしさを実感しております。地

域の平和の象徴として、今年も「夢燈花」が途切れ

ることなく灯されることを嬉しく思います。 

     （劇団「ぽこあぽこ」指導者 倉⽥操）



第２０回いけだ夢燈花�協⼒団体

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⺠と
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。

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」

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。

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。

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。

多世代交流ハッピーズ
「みんな笑顔に・ハッピーに」「どんな⼩さなことも⼀緒に悩もう」をモットーに、様々な事情で
孤⽴しがちなひとり親等を対象とした「記念⽇をみんなの⼒で！」プロジェクトや、多世代交流を
図る地域⾷堂等の活動をしています。

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。

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

�

第２０回いけだ夢燈花�協⼒団体

ご協賛いただ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


