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ライトダウン in おかやま２０１９年７月７日 進行 

１８：００ 

ただいまより「ライトダウン in おかやま２０１９」を開催します。 

私は、本日の司会進行役の森本 真帆です。よろしくお願いします。 

この催しは、地球温暖化防止のために私たちができることとして、不要な電気を

消しましょうという「ＣＯ２削減、ライトダウンキャンペーン」の一環として、平

成２０年から毎年この時期に実施しています。 

本日も多くの方にご賛同をいただき、実施することができました。 

この会場以外にも、環境学習センターアスエコでも、楽しい催しが行われていま

す。 

ぜひ、ご参加下さい。 

広場では ＥＸＣＡＦＥの皆さんが 飲み物や軽食を準備してくれています。 

◇ＥＸＣＡＦＥ(エクスカフェ)プロフィール◇（適宜修正、割愛して下さい。）

ＥＸＣＡＦＥはクレド岡山ビルの近くにあるエスプレッソを中心としたカフェ

です。 

ライトダウンイベントでは、サンドイッチや焼き菓子の他、アルコールやスムー

ジー、コーヒーなど大人も子どももお楽しみいただけるメニューを準備していま

す。 

食べ物や飲み物を片手に、素敵な音楽や街の空間を満喫しながら、夏の一夜を過

ごしたいと思っています 

※使っているドリンクカップはリユースしますので、返却をお願いします。

（※は適宜、繰り返しをお願いします） 



別紙３

- 2 -

また、会場には七夕にちなんで、1 本の笹を用意しています。短冊に、エコの宣

言と、願い事をお書き下さい。 

会場の皆様方から見て左後ろのテーブルでは、エコうちわつくり、ハッピーシェ

アキャンドルづくりも行っています。ハッピーシェアキャンドルとは結婚式で余っ

た幸せの詰まったキャンドルを再生して作るキャンドルです。参加費が 500 円かか

りますが、興味がある方はぜひキャンドル作りにご参加ください。 

ステージでは、この後、 

６：３０より「Leap Rick」(リープリック) 

７：１５から「花酒歌トリオ＋MAACOO」(カシュカトリオ プラス マーコ) 

８：００から「岡山プレモルオーケストラ」(オカヤマ プレモル オーケストラ)

の演奏をお聞きいただきます。 

最後の、「岡山プレモルオーケストラ」の演奏の前にはカウントダウンイベントが

待っています。 

どうぞお楽しみに。 

皆様と一緒に、スローな時間を過ごしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

１８：３０ 

今日は七夕 織姫と彦星は、１年ぶりに会うことができるのでしょうか。 

まだまだ 明るい時間です。ろうそくの点灯はもう少し後にしましょう。 

ここから、ステージイベントの始まりです。最初のステージは「LeapRick」(リ

ープリック)の皆さんによる、音楽をお聞きいただきます。LeapRick(リープリック)

をご紹介します 

◇LeapRick(リープリック)プロフィール◇ 

アイリッシュ音楽ユニット 

フィドル・コンサーティーナ 桐山有美(きりやま ゆみ) 
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フルート・ホイッスル 宮尾紀子(みやお のりこ) 

バウロン・ハープ・スプーンズ Natsue(なつえ) 

・桐山有美(フィドル・コンサーティーナ)・宮尾紀子(フルート&ホイッスル) Natsue

(バウロウ・ハープ・スプーンズ)によるアイルランド音楽ユニット。 

・2012 年 6 月結成。 

・アイルランドの伝統音楽に正面から向き合い、受け継がれてきた音楽を大切に演

奏している。ユニット名の LeapRick は【Leap 心躍る、Rick 積み重ねる】という

二語に想いを込めた造語。 

・2013 年、アイルランドにて体験したパブセッションの楽しさを岡山にも広げた

いと、岡山市内のアイリッシュパブにて定期的にセッションを開催。回を重ねるご

とに賑わいを増している。 

・2014 年 10 月、1st アルバム【喜びの音】を発表。 

・2015 年 8 月には再びアイルランドに渡り、現地の音楽や文化に学ぶ 20 日間を過

ごした。  

・同 10 月、アイルランドより笛の名手 ショーン・ライアン氏、東京より守安功・

雅子ご夫妻を迎え、アイリッシュ音楽コンサートとワークショップを岡山市内にて

開催。 

・2016 年 6 月、2nd ＆ 3rd アルバムを同時発表。 

・2017 年 6 月、アイルランドのフィドル奏者パット・オコナー氏、アコーディオ

ン奏者オーイン・オサリヴァン氏と共演。 

・その他、各地の音楽祭やイベントにて精力的に活動中。 

LeapRick (リープリック)のアットホームなステージを、どうぞお楽しみくださ

い。  

(演奏) 

ただいまの演奏は 「LeapRick」(リープリック)でした。ありがとうございまし

た。皆さん、もう一度おおきな拍手をお願いします。 

LeapRick(リープリック)のみなさま、ありがとうございました。 
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１９：００ 

少し暗くなってきましたね。 

ステージでは「花酒歌トリオ＋MAACOO」の準備が始まっていますが、皆さんと一

緒にキャンドルに灯をともしたいと思います。お近くのスタッフが「チャッカマン」

を持っています。 

スタッフの方は、会場の皆さんにキャンドルに火をつけてもらってください。ご

協力をお願いします。小さなお子様はスタッフや一緒に来た大人の方と一緒に火を

つけるようお願いします。 

(点火終了) 

きれいなキャンドルですね。 

１９：１５ 

「花酒歌トリオ＋MAACOO」を紹介します。 

◇花酒歌トリオ＋MAACOO(カシュカトリオ プラス マーコ)のプロフィール◇ 

ピアノ 大森佳代子（おおもり かよこ） 

ベース 最上雅章（もがみ まさあき） 

ドラムス 早川達雄（はやかわ たつお） 

ヴォーカル MAACOO（マーコ）＝ 寺尾麻美（てらお まみ） 

・2007 年に結成。ピアノとベースのデュオから、その時々に合わせて、ドラム、 

管楽器などを加えて、トリオ、カルテット、クインテットの形式で演奏活動を 

しています。 

・MAACOO さんとは 2013 年より一緒に活動中。おかやま国際音楽祭ウエルカム 

コンサート、Jazz in 西川、倉敷ジャズストリート等に出演しています。 

・演奏曲はスタンダードジャズを中心として映画音楽、ラテン、童謡のジャズアレ

ンジ、オリジナル曲など、聴き心地の良い音楽を演奏する事を目指しています。 

・今回は、「花酒歌トリオ+MAACOO」で出演させて頂きます。 
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(演奏) 

ただいまの演奏は 「花酒歌トリオ＋MAACOO」でした。ありがとうございました。

皆さん、もう一度おおきな拍手をお願いします。 

「花酒歌トリオ＋MAACOO」のみなさまありがとうございました。 

１９：４５ 

だんだん暗くなってきましたね。 

ステージでは「岡山プレモルオーケストラ」の準備が始まっています。 

ここで、本日七夕の願い事を多くの方に書いてもらいましたが、願い事をいくつ

か紹介させてもらいます。 

(願い事紹介 ４０分頃に笹をお渡し) 

１９：５０ 

この催しはたくさんの方のご協力によって実施されています。 

ゲストの方をご紹介します。 

岡山市の  門田（かどた）環境局長 さま 

公益財団法人 岡山県環境保全事業団 環境学習センター 「アスエコ」 

山田（やまだ）所長さま  

山陽新聞社 大橋（おおはし）常務取締役総務局長 さま 

このイベントの主催者でもあります、岡山市の門田環境局長に主催者を代表して

ご挨拶をお願いします。 

（局長挨拶） 

（岡山県環境保全事業団様、山陽新聞社様については、ご挨拶なしでお願いします）

１９：５５

ありがとうございました。 

キャンドルナイト 素敵な響きですが この由来は、カナダの自主停電運動がは
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じまりと聞いています。でも、電気を消して真っ暗ではちょっと不便なので、日本

では、キャンドルをともすことになったとか・・・ 

もうすぐ８：００になりますね。 

今日は、今からライトダウンをやっちゃいましょう。 

みなさん、どこの電気が消えるのか楽しみですね。 

皆さんと一緒にカウントダウンをやりましょう。 

私と一緒に 大きな声でお願いします。 

２０秒まえになりました 

１０ ９ ８ ・・・・・２ １ ０ 

・・・ライトダウン・・・ 

このキャンドルナイトのライトダウンには、ここ山陽新聞社さんをはじめ市役所

筋の多くの事業者の皆さんのご協力をいただきました。 

いつもの夜の風景とちょっと違っていませんか？いつまでも この美しい地球

を未来に残すためにも、私たち一人一人ができることを実践していきましょう。 

２０：００ 

（ライトダウンと一緒に演奏が始まります） 

＜イエスタデイ オン バッハ 演奏＞（演奏時間 5 分） 

（一曲終わったらプロフィール紹介をお願いします。） 

◇岡山プレモルオーケストラ(オカヤマプレモルオーケストラ)のプロフィール◇ 

岡山プレモルオーケストラは「岡山の若いメンバーでオーケストラ作ったらどん

な音がするだろう？」というコンセプトで 2014 年に作られたオーケストラです。

現在メンバーは 50 名ほどで、そのほとんどが 20 代～30 代前半。年に 1 回の定期

演奏会をメインに、岡山市内のイベント行事等で演奏活動を行っています。 
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さて、先程お聞きいただいた曲は「イエスタデイ オン バッハ」でした。バッ

ハ作曲の「Ｇ線上のアリア」とビートルズの「イエスタデイ」という曲をミックス

したオリジナル曲で、ところどころご存じのフレーズも登場したのではないでしょ

うか？ 

続きまして、ボロディン作曲の弦楽 4 重奏曲をお届けします。この曲は作曲した

ボロディンが妻であるエカテリーナに結婚 20 周年の記念に贈った曲で、愛情あふ

れる美しい旋律が奏でられます。2 部に分かれて 20 分弱と少し長い曲ですが、ど

うか最後までお聴きください。 

＜ボロディン 弦楽 4 重奏曲第 2 番より１・3 楽章＞（演奏時間 20 分弱） 

クラシック音楽とキャンドルナイトの幻想的な雰囲気・・・お楽しみいただけま

したでしょうか？ 

ただいまの演奏は 「岡山プレモルオーケストラ」でした。ありがとうございま

した。皆さん、もう一度おおきな拍手をお願いします。 

「岡山プレモルオーケストラ」のみなさまありがとうございました。 

２０：２５ 

開会の６時にはまだまだ明るかった岡山の街も、夜の顔を見せています。このイベ

ント、来年は岡山市内だけでなく、日本全国、世界中に広がることを願っています。

今日は皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。 

これをもちまして キャンドルナイト in おかやま２０１９ を終了とさせてい

ただきます。 

（キャンドルはスタッフが消灯します。） 


