
2019 年 9 月 1 日 
新千里東町地域自治協議会 

キャンドルロード実行委員会 

委員長 小川浩一 

 

2019 年度 第 2 回 キャンドルロード実行委員会議事録 
                      

開催日時  2019 年 8 月 29 日(木) 19 時 00 分～20 時 45 分 
開催場所  協議会事務所（東町交流室） 
出席：小川、勝久、花城、岡本、藤岡、園田、田村、埜口、木下 
欠席：竹原 

 

議案 
 
1. 2019年東町キャンドルロードの参加状況 

 

別紙にて以下の通り説明がありました。（理事会提出資料は最新版に差し替え） 

 

現時点での参加申込状況の報告があり 

① ジオメゾン（昨年度1,500個）の参加が難しい状況 

② 昨年は周年行事で不参加だったボーイスカウト豊中第14団が復帰（2,500個） 

③ 今年度新たに、あいあい食堂、千里介護予防センターがキャンドルブースで参画 

④ 昨年度は7店舗だった模擬店は、今年度若干増加する見込み（9～10店舗） 

＊いなごや、街角広場、あいあい食堂は除く 

との報告がありました。 

 

2. メインテーマの検討 

 

昨年度、5周年を迎えた東町キャンドルロード 

北部の宴（豊中青年会議所）と同日開催だった昨年度のテーマは、Anniversary、光と音の出

会い（光が東町のキャンドル、音が北部の宴のライブを指す）でしたが、今年度は八中校区

（東丘小学校、北丘小学校、第八中学校）の統一教育目標である、「夢をもち 心豊かに 共

ともに未来を切り拓く」に因み、「夢（DREAM）」としました。 

また、元号が変わったばかりの令和元年なので、「令和」に込められた意味＝「Beautiful 

Harmony（美しい調和）」も盛り込んでいく事で合意しました。 

 

3. メイン会場のレイアウトなど 

 

昨年度はボーイスカウトが不参加だったので、メイン会場（東町会館下広場）に飲食席を設置

できたが、今年度の設置は難しく、移転した動物病院前にイスのみ30脚程度並べる方向とし

ました。 

 



また、昨年度5周年を終えた事から、これまでメイン会場のシンボル的オブジェだったケーキ

は使用せず、東町の特色、財産でもある、「地元の竹」を使用した竹灯りをメイン会場に設置

する事で合意しました。（竹林整備プロジェクトかぐやの活動アピールにもなるので） 

 

かぐやのみで素材となる竹を確保するのは時間的制約もあるので、東町域内で活動している竹

林整備団体へ竹の提供、竹の装飾加工などの協力依頼をする事としました。 

 

＊委員会終了後の流れ 

とよなか市民環境会議アジェンダ21内の竹炭プロジェクトより、素材提供、竹加工の指導を

頂けるので、9月21日（土）、23日（月祝）の予定で可能なメンバーが参加する事としまし

た。 

 

4. オープニングとフィナーレについて 

昨年度初めて導入した同志社ヒーローショー同好会によるヒーローショーはスケジュールが合

わず、今年度は参加出来ない事になりました。 

 

代替案として、トランペットなどの演奏～点火式を行う方向としました。（引き続き調整中） 

 

フィナーレについては、千里キャンドルロードと調整中ではあるものの、昨年同様のミニライブ

のほか、せんちゅうパルで行われたスカイランタンなどがプランとして挙がりました。 

 

スカイランタンの経費が不明なため、後日豊中市千里ニュータウン再生推進課へ確認依頼をする

事としました。 

 

＊豊中市よりの情報提供 

せんちゅうパルで行われたスカイランタンイベント 

・約900円/個 

・600～700個購入 

・セットの商品をイベントショップで購入し手作業で組立て 

① 小型LED電球にボタン電池をセロハンテープ留め 

② 白い風船に①を入れ、ヘリウムガス注入 

③ ②をランタン型の半紙で包む 

 

かなり費用がかかり 

オペレーションも大変だったとの事。 

 

5. もみじ橋坂、こぼれび通りの沿道について 

長年の課題である、こぼれび通り、もみじ橋坂沿道へのかきコップ配置について、地域住民のみ

のボランティアでは限界があるため、夏祭りに参加してくれた豊中高校のクラブ、その他近隣の

高校などに依頼をアプローチする事で合意しました。 

 

6. フォトコンテストについて 

昨年度実施したフォトコンテストについて、インスタグラムやFacebookへのイベント画像のア

ップも増加し、Google検索でのヒット数も増加した事から、今年度も引き続き実施する事で合意

しました。（フォトコンテストのみ広報委員会の主催） 



 

また、夏まつり抽選会の1等景品（千里阪急ホテルペアお食事券）が1本残った事から、使用期限

が2月末なのでキャンドルのフォトコンテストのグランプリ景品とする方向としました。 

千里阪急ホテルの同意を得たうえ、理事会での承認を以って決定する事としました。 

 

準グランプリ、SMILE賞は、昨年同様Amazonのギフトカードとします。 

 

7. スタンプラリーについて 

昨年大好評であったスタンプラリーですが、千里キャンドルロードはマンパワー的に無理ですが、

東町として単独で実施する事としました。（集客、賑わいに寄与できるので） 

 

昨年との変更点としては、薄暗い中スタンプを所持しているスタッフを探すのは難しいので、こ

ぼれび通り、メイン会場、東町公園グラウンド上の三か所に定点スタンプブースを作る事としま

した。 

 

また、常時スタッフを配置するよりも、昨今よく見受けられる無人スタンプコーナーにしてはど

うかとの意見もありました。（核となるブースから目の届く範囲に設置する） 

景品については今後検討していきます。（昨年度は光る指輪） 

 

＊景品の受け渡しは本部のみとします。 

 

 

8. その他 

 

・こども園、アソカ幼稚園、小学校、中学校への紙コップの配布に関し、ここ2年、紙コップ、

ポストカード、手紙をラッピングして一人ひとりへの個別配布を依頼していましたが、東丘小

学校に関しては、以前取り組んで頂いていた特別活動に組み込んでもらえるよう依頼する事で

合意しました。 

また八中に関しては、近隣センターY’sone横のボードにマスキングテープ、ポスター作製など

でキャンドルイベント事前告知看板を作成してもらえるよう美術部に依頼をする予定です。 

 

・次回委員会 

10月5日（土）開催の全体説明会の後に、最終確認・調整をするため委員会メンバーで集まる

事としました。（日時未定） 

 

 

 

 

 
 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

2019東町キャンドルロード開催要綱 

 

開催日：2019年 10月 26日（土） 

時間：16時～20時 

 

 

 

 

 

主催：新千里東町地域自治協議会 

後援：豊中市、豊中市教育委員会 

東丘小学校、第八中学校 

協力：大阪大学写真部  

＊赤字部分は未了 



 

 

 

 

2019東町キャンドルロード開催要綱 

2019．9．１ 

新千里東町地域自治協議会 キャンドルロード実行委員会 

 

１．開催日時 10 月 26 日（土） １6：0０ ～ ２0：００ 

  ※雨天中止の場合、翌日に順延（同時間帯） 

 

２．実施の決定 

 ※開催、中止の判断は実行委員と千里キャンドルロードプロジェクトとの合議により行います。 

 ※中止の場合、模擬店食材は模擬店運営者にて処分して下さい。 

 

３．実施内容 

 

  前日（10 月 25 日）（キャンドルロード実行委員にて） 

１0：００～      砂、ティーライト等、事前受け渡し可 

   

 

  当日（10 月 26 日）  

 10：００～   （１） 実行委員のみ集合：事前最終確認 

   （２） 本部席、ボランティア受付席設置 

    

 12：30～  東町会館下広場に各団体代表者集合後～説明 

 

13：00～       （１） 紙コップへの砂入れ、沿道・ブースへの設置準備開始 

   （２） 模擬店準備 

   （３） 本部関連準備（放送確認等） 

 

16：00～  キャンドル一斉点灯、模擬店販売開始 

 20：00～ 消灯～片付け、ゴミ処分 

 21：00（予定） 全体確認後解散 

 

５．片付け 

  翌日（10 月 27 日）  （東町会館下広場に集合して下さい。） 

 ９：００～１0：００ メイン会場、各会場・ブース、沿道の清掃 

 

 

 

以上 

 



 

 

 

 

主催：新千里東町地域自治協議会  

後援：豊中市、豊中市教育委員会、東丘小学校、第八中学校 

 
１．実行委員会 
 

 担当 担当者 所属 

委員長 統括 小川浩一 協議会会長（OPH） 

副委員長 メイン会場 勝久恭子 協議会副会長（公募） 

副委員長 もみじ橋通り 岡本壮史 協議会副会長（桜ヶ丘） 

 アソカ横広場 花城康貴 協議会副会長（公募） 

 小学校前通り 藤岡 諭 協議会役員（公募） 

会計 本部 田村由紀子 協議会役員（3-3） 

委員 こぼれび通り 園田義昭 協議会理事（UR 都市機構） 

 赤ポスト周辺 埜口正夫 協議会理事（シティハウス） 

 会場警備 竹原良枝 防犯東丘支部 

    

 本部常駐 清水千緋 防犯東丘支部支部長（防犯本部常駐） 

 本部常駐 未定 女性防火クラブ 

 救護（本部） 未定 千里中央病院へ依頼 

 撮影 2 名 大阪大学写真部 

緊急連絡先 

小川浩一：080-6154-1059（兼問い合わせ先） 

勝久恭子：070-2322-1402（兼問い合わせ先） 



 

 

 

 

２．準備作業 

 

項目 担当 内容 

企画立案 委員会 全体計画、会場プラン 

開催概要作成 小川 委員会・理事会配付資料 

模擬店検討依頼 小川  

フリーマーケット検討依頼 小川  

作業担当決定 委員会  

   

調達品リスト作成 勝久、小川  

備品・機材リスト作成 勝久、小川  

会場配置 委員会  

   

備品・機材確認 小川、勝久  

電気配線確認 小川、勝久  

   

企業協賛金依頼 小川、勝久  

来賓依頼 小川  

   

調達品発注 勝久 ティーライト、砂、紙コップ、その他消耗品 

   

関係行政への届出 小川、勝久 行事開催、臨時出店、露店開設、道路占用、

警察、消防、保健所など 

保険契約 小川  

ポスター・ビラデザイン 小川、勝久  

ビラ印刷・配布 外注 A4 ビラ、A3 ポスター 全 2 種 

ポスター掲示・配布 委員会 各戸配布、各マンション掲示、公共掲示版 

会場掲示物準備 委員会、千里キャンドルロードプロジェクト 事前告知看板、会場案内など 

調達品確認 小川、勝久  

調達品購入 小川、勝久  

各所報告・お礼 小川、勝久  

   

 



 

本部（受付） 
救護 

    本部、救護 

    模擬店 

キャンドルブース 

竹灯り 

   警備スタッフ 

   消火器 

   水バケツ 

   携帯消火スプレー 

 

2019 東町キャンドルロード 
近隣センター配置詳細図 

LED キャンドル 

 

LED イルミネーション 

LED イルミネーション 



 

 

2019 東町キャンドルロード警備スタッフ配置図 

■警備・誘導スタッフ 

 

■消火器：4か所設置 

●水バケツ設置 

●キャンドルブース 

    

 

 

 

近隣センター（メイン会場） 

別紙詳細図 

東丘小学校 

こども園 

東町公園 

グラウンド 

 

テニスコート 

緊急車両の入り口 

緊急車両の入り口 

 

緊急車両の入り口 

ガーデンヒルズ 

ジオメゾン 

シティハウス ローレルコート 

こぼれび公園 

桜ヶ丘 

UR都市機構 

緊急車両の入り口 警備動線 



団体名、個人名 数量 保管場所 設置希望場所

カレーキャンプ 250 交流室 こぼれび沿道

夏祭り 300 交流室 もみじ橋坂

敬老の集い 23 交流室 あいあい前

ふれあい運動会 200 交流室 こぼれび沿道

事務所前お絵描きコー 500 交流室 こぼれび沿道

メゾン千里 700 ①要調整

OPH自治会 700 OPH ⑥

グランドメゾン 700 ⑭

シティハウス 200 CH ③

シティ・エルダー 100 CH もみじ橋坂

当日お絵描きコーナー 100 交流室 もみじ橋坂

桜ケ丘 740 桜ヶ丘 ④

GH管理組合、オリーブの会 500 GH ⑩

ボーイスカウト 2,500 交流室 ⑫

こども園 250 ⑰

ジェイグラン 500 アソカ横広場

あいあい食堂 150 あいあい前

介護予防センター 150 ①要調整

ガールスカウト 1,000 ⑳？

太極拳 -

ローレルコート 1,600 ローレル ⑮

UR 1,000 UR ⑲

３‐３ 300 ３‐３ ⑬

GHシニア、こども会 200 GH ⑤

三井のリハウス Y'sone前階段

千里ファイティング・ 1,500 ②

本部作成アート 500 交流室 メイン会場竹灯り

本部作成アート2 500 交流室 メイン会場

合計 15,163

キャンドルロード紙コップ参加状況リスト 8月25日時点

2019年度　参考資料



 

2019 東町キャンドルロード全体会場図 

①  

② 
③ 

④ 
⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ ⑨～⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

参加団体 
① メゾン千里連合理事会（予定） 

千里介護予防センター（予定） 
② 千里ファイティング・ビー 
③ シティハウス千里中央自治会 
④ 新千里桜ヶ丘自治会 
⑤ ガーデンヒルズ千里中央管理組合 
⑥ OPH 新千里東町自治会 
⑦ アーバンライフ有志グループ 
⑧ みんなのお絵描きロード、シティエルダー 
⑨ 三井のリハウス（予定） 
⑩ ガーデンヒルズ千里中央管理組合 
⑪ ジェイグラン千里中央自治会 

あいあい食堂 
⑫ 本部、ボーイスカウト豊中第 14 団 
⑬ 新千里東町３－３自治会 
⑭ グランドメゾン千里中央東丘自治会 
⑮ ローレルコートあかしやの丘自治会 
⑯ 太極拳 
⑰ 東丘こども園 
⑱ ジオメゾン千里中央自治会 
⑲ UR 都市機構新千里東町自治会 
⑳ ガールスカウト大阪府第 61 団 
㉑ 豊中青年会議所 

⑳ 

㉑ 

メイン会場、本部 

千里キャンドルロード 


