
2014年5月8日 
１００万人のキャンドルナイト＠オオサカシティ実行委員会 

報道関係各位 

大阪・梅田で１８回目の１００００００人のキャンドルナイト 
＠ＯＳＡＫＡＣＩＴＹ ２０１４ Ｓｕｍｍｅｒ 今夏も開催します！ 

 今や日本で最大の環境ムーブメントにまで成長した「1000000人のキャンドルナイト」。 

『夏至と冬至の夜の2時間、電気を消してキャンドルを灯し、ひとりひとりが、自分のために、家族のために、  

日本のために、そして未来の地球のために、できることを考えようという「気付き」の場にしていく。』 

 その趣旨に賛同した大阪・梅田地区の民間企業で構成する「100万人のキャンドルナイト＠オオサカシティ」 

実行委員会は、第18回目となる「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKACITY 2014 Summer」を開催いたしま

す。 

 本イベントは、より多くの人達とキャンドルナイトの想いを共有するイベントとなるよう夏至に先駆け、   

2014年6月4日（水）・11日（水）の2日間、梅田地区の2会場にわたって展開します。 

 「やさしさの灯る街」「様々な気付きのヒントに出会える街」として、梅田の街からキャンドルナイトの想いを 

広げてゆきます。 

  

＜リリース先＞大阪市政記者クラブ 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内 

＜お問合わせ先＞  

 １００万人のキャンドルナイト@オオサカシティ 運営事務局（企画制作・プロデュース） 

 株式会社バウコミュニケーションズ 大阪本社 

 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-6-10 TEL:06-6446-1726 FAX:06-6446-1753 

 担当：水口 学／田中 博美  E-mail：candle-night@bau-com.co.jp 

 オフィシャルホームページ：http://www.candle-night-osaka.jp 

 Ｔｗｉｔｔｅｒ ＠candle_osaka   Facebook  http://www.facebook.com/candle.night.osaka 
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◆行事名：1000000人のキャンドルナイト＠OSAKACITY 2014 Summer 

◆主 催：100万人のキャンドルナイト＠オオサカシティ実行委員会 

     ＜委員会構成企業＞ 阪神電気鉄道、吉本ビルディング、第二吉本ビルディング、阪急電鉄、サンケイビル、毎日新聞社 

◆後 援：大阪府、大阪市、大阪商工会議所、スポーツニッポン新聞社、ＭＢＳ、ＦＭ ＯＳＡＫＡ、（予定） 

◆協 賛：カメヤマキャンドルハウス 

◆協 力：阪急阪神ホールディングス 

◆キャンドルアート制作協力：学校法人・専門学校大阪モード学園／ＨＡＬ大阪、大阪総合デザイン専門学校、 

 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校、大阪デザイナー専門学校、創造社デザイン専門学校、宝塚大学、 

 大阪樟蔭女子大学、大阪工業大学 、大阪ファッションデザイン専門学校、大阪ベルェベル美容専門学校／ 

 ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 

◆企画制作・プロデュース：バウコミュニケーションズ 

※イベント概要は別紙をご参照ください。 

「街」と「人」が紡ぐ、やさしい“気付き”の時間 

 夏至の夜2時間。でんきを消して、キャンドルを灯し、いつもとはちょっと違う時間を過ごしてみる。 

その中で見えてくる、たとえば、身近な人や、今は少し離れてしまっている誰かとのつながりについて。 

たとえば、世界で起きている様々な問題について。たとえば、自分の中に在る新しい想いについて。 

 忙しい時間の中では見逃してしまいがちな、様々な「気付き」に出会い、ゆっくりと見つめることで、未来への明るい

礎を積み上げてゆきましょう、と呼びかけます。 

 大阪では、“街と人のコミュニケーション”を軸に、街に集う人びとや地元民間企業が一体となり、夏至の夜の 

パーソナルなキャンドルナイトを呼びかけるイベントとして、夏至（6/21）に先駆けて開催します。 

「やさしさの灯る街」「様々な気付きのヒントに出会える街」として、 

梅田の街からキャンドルナイトの想いを広げてゆきます。 

茶屋町会場：2014年6月4日（水） 雨天時は翌5日（木）に順延 （5日も雨天の場合は6日（金）に再順延） 
 
西梅田会場：2014年6月11日（水） 雨天時は翌12日（木）に順延 （12日も雨天の場合は13日（金）に再順延） 
 
時 間：午後6時～午後10時 ※施設の消灯は午後8時～午後10時 

茶屋町会場：大阪市北区茶屋町の屋外 
 
西梅田会場：大阪市北区梅田1丁目～3丁目の屋外 
 

◆開催概要 

◇趣旨 

◇開催クレジット 

◇開催日程 

◇開催エリア 

入場無料 

◇入場形態 
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イベント開催日にあわせて、会場内の各施設と周辺の協力施設・企業を含む梅田一帯にて、 
一斉に２時間のライト・オフ(消灯）を実施します。 
照明のスイッチをオフにすることで、『心のやさしさがオンになる。これまで見えてこなかったものが見えてくる。 
しまっておいた気持ちや忘れていたことを思い出す。』 
多くの周辺施設の協力を得て、梅田の街で、いつもとは違うやさしい夜を体験していただきます。 

 
◆日時 

 茶屋町会場：2014年6月4日（水） 午後8時～午後10時  
         雨天時は翌5日（木）に順延 （5日も雨天の場合は6日（金）に再順延） 
 

 西梅田会場：2014年6月11日（水） 午後8時～午後10時 
         雨天時は翌12日（木）に順延 （12日も雨天の場合は13日（金）に再順延） 
 
◆会場 

 茶屋町会場：大阪市北区茶屋町の屋外  

 
 西梅田会場：大阪市北区梅田1丁目～3丁目の屋外 

 
◆消灯協力施設 （予定）＊記載施設は2013年12月実施施設です。 
◇茶屋町会場（予定） 
 阪急電鉄本社ビル、 NU chayamachi 、 NU chayamachiプラス、アプローズタワー、梅田芸術劇場、ホテル阪急 
 インターナショナル、アーバンテラス茶屋町、XROSSchayamachi、梅田ロフト、MBS、GOLD’S GYM梅田大阪、 
 URBAN RESEARCH DOORS 茶屋町店、アミュージアム茶屋町店、ファミリーマート茶屋町北店、マクドナルド梅田 
 茶屋町店、阪急かっぱ横丁、阪急ターミナルビルネオンサイン、HEP FIVE 観覧車、阪急うめだ本店・阪急メンズ 
 大阪、QUIK SILVER STORE、ＥＶＩＳＵ ＵＭＥＤＡ、チャスカ茶屋町、MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店、 
 大阪ベルェベル美容専門学校／ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 
 
◇西梅田会場（予定） 
 ヒルトンプラザイースト/ウエスト、ヒルトン大阪、ハービスPLAZA/PLAZA ENT、ブリーゼブリーゼ、 
 ザ・リッツカールトン大阪、毎日新聞社、学校法人・専門学校大阪モード学園/HAL大阪、毎日インテシオ、 
 明治安田生命大阪梅田ビル、梅田ダイビル、大和ハウス工業本社、阪神梅田本店、大弘ビル、西梅田スクエア 

 

 

 

 

◇まちコンテンツ◇  Ｌｉｇｈｔ ｏｆｆ 2-hours 

アプローズタワー NU chayamachi 

阪急電鉄本社ビル 梅田芸術劇場 

◇2013年12月茶屋町会場の様子 （消灯前→消灯後）  

毎日新聞社 ヒルトンザプライースト 

ハービスPLAZA 

 
ブリーゼブリーゼ 

◇2013年12月西梅田会場の様子 （消灯前→消灯後） 
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優しくあたたかな灯し火に素直にひきこまれてゆくひととき。 
地元のアート系学生たちと、関西を中心に活動するクリエイターの方々が、キャンドルアートを制作・展示します。 
個性あふれるキャンドルアートが西梅田と茶屋町の街並みを包み彩ります。 
 
◆会場 

 茶屋町会場：阪急電鉄本社ビル前、NU chayamachi、 NU chayamachiプラス、アプローズタワー、梅田ロフト、 

          アーバンテラス茶屋町、XROSS chayamachi、MBS、ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 

 西梅田会場：ヒルトンプラザイースト／ウエスト、ハービスPLAZA/PLAZA ENT、ブリーゼブリーゼ、毎日新聞社、 

          大和ハウス工業本社、学校法人・専門学校大阪モード学園／HAL大阪、西梅田公園、 

                     大阪中央郵便局、明治安田生命大阪梅田ビル 

   
◆参加者・学校 
 ＜クリエイター＞ 
 桜井トモヒロ、橘宣行、香叶創 En su casa-Sol-with SCLD  Kayo Yoneda、松田明久、高田雄平 
 大家伸介／秋葉郁美、アナロギア、鈴木美典、平山良一、八木牧子、イエモトミカ、ｍｏｔｏｎ、ＫＡｍｏＭE  
 TOOP design works、komachi 田原伴行・簑島 聖、山下博士、谷田有似×田中ラボタモ、磯福二六、松長大樹、 
 西口香織×佐々木徹 
 
 ＜学校＞ 
 学校法人・専門学校大阪モード学園／ＨＡＬ大阪、大阪総合デザイン専門学校、 
 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校、大阪デザイナー専門学校、創造社デザイン専門学校、宝塚大学、 
 大阪樟蔭女子大学、大阪ファッションデザイン専門学校、大阪工業大学、 
  大阪ベルェベル美容専門学校／ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 
 
  

  

   

◇イベントコンテンツ◇ ひかりのインスタレーション キャンドル回廊 

◇2013年12月の作品  ◇西梅田ナイト                           ◇茶屋町ナイト 
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日本古来のあかり「行燈」にヒントを得た「ペーパーバッグ行燈」。 
今夏は「なかま」をテーマに地元小学校の子ども達、クリエイターが参加して、 
小さな紙袋に、様々な想いを描き、灯します。  
 
◆会場 
 茶屋町会場： ＮＵｃｈａｙａｍａｃｈｉプラス北側 
 西梅田会場： 明治安田生命大阪梅田ビル前広場 
      

◆参加者 
 ＜クリエイター部門＞ 
 吉田忠司、林芽々人 a.k.a ＭＥＭＥＮＴＯ、前田登志春、sarvikuono、石川武志、湯川紫苑、岡 達也、 
 磯福二六、ｍａｓａｅ、永田恵理、clara、silsil 、日隈みさき、辻厚美from奈良、kokko.、こがんち、 
 カワベユウコ、Bambi、上野ここ、elly、白木ななみ、薮野好、矢野静佳、吉川佳世、金桝麻衣香、北村健治、 
 土居千子、俣野 密、谷田有似、ちいさな村、山崎ひかり、松尾泰輔 
 
 ＜小学生部門＞ 
 大阪市立豊崎小学校2年生・大阪市立西天満小学校6年生、梅田東子供会 

◇イベントコンテンツ◇ ローソクと紙あかり ペーパーバッグ行燈展  
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◇2013年12月の作品 
◇茶屋町会場 NUｃｈａｙａｍａｃｈｉ 3Ｆテラス 

 

◇西梅田会場 明治安田生命大阪梅田ビル前広場 

◇クリエイター作品 

◇小学生作品展示風景 
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来場者が参加するキャンドルナイトのコンテンツとして毎回好評である「メッセージキャンドル」。 
ひとりひとりが想いを描いたグラスキャンドルに、火を灯し好きな場所に置いていきます。 
みんなの想いを灯すキャンドルが一つの大きなキャンドルアートを作り上げます。 
 
◆受付 
 午後6時から開始 
 
◆会場 
 茶屋町会場： 阪急電鉄本社前 
 西梅田会場： ブリーゼブリーゼ 
 
          

◆参加費／200円  
 （売上の一部は東日本大震災の義援金として毎日新聞大阪社会事業団を通じ、日本赤十字社へ寄付いたします。） 

 各会場先着500個限り。無くなり次第終了いたします。 

 
          

 

 

 

◇イベントコンテンツ◇ 来場者が参加して作り上げる メッセージキャンドル  

PRESS RELEASE ◆１００００００人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 2014 Summer イベント概要 別紙 

◇2013年12月の模様 
◇西梅田ナイト ◇茶屋町ナイト 
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第1回開催から続いている「みんなの一行メッセージ」を、今夏も開催。 
イベント公式ホームページの投稿フォームからあなたが伝えたい「誰かへ、何かへ」のメッセージを 
30文字以内で投稿してください。イベント当日に、両会場のどこかで皆様からのメッセージを掲出します。 
携帯電話からの投稿も可能です。 

 
◆投稿期間 
 2014年5月2日（金）～6月10日（火）24時まで 
 PC http://www.candle-night-osaka.jp 
 携帯電話  http://www.candle-night-osaka.jp/m/ 
 
◆掲出日時 
 茶屋町会場： 2014年6月4日（水） 午後6時～午後10時 
          雨天時は翌5日（木）に順延 
          （5日も雨天の場合は6日（金）に再順延） 
 
 西梅田会場： 2014年6月11日（水） 午後6時～午後10時 
          雨天時は翌12日（木）に順延  
          （12日も雨天の場合は13日（金）に再順延） 
 
 
◆掲出場所 
 茶屋町会場：梅田芸術劇場前広場 植栽周り 
  
 西梅田会場：ハービスPLAZA プロムナード  
 

 

 

 

◇イベントコンテンツ◇ ３０文字に想いをこめて みんなの一行メッセージ 

◇2013年12月の模様 

◇ＷＥＢサイト 

2013年12月応募総数：603件 

◇西梅田ナイト ◇茶屋町ナイト 
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Candle JUNE profile 
 
世界各地で火を灯す。 
 
2001年に広島で「平和の火」を灯してから 
「Candle odyssey」と称する争いのあった地を巡る旅を始める。 
9.11以降アメリカを横断、N.Y.グランド・ゼロで火を灯し、 
その後アフガニスタンへ。 
広島、長崎、沖縄、北海道など国内を旅し、 
2005年からは終戦記念日に中国チチハルにて火を灯す。 
新潟県中越大震災後は、”復興から更なる発展へ”と「SONG OF THE 
EARTHフェスティバル」を開催。 
また、3.11におこった東日本大震災をうけて「LOVE FOR NIPPON」活動中。 
 
http://www.lfn.jp 

６． 

◇スペシャルコンテンツ◇ 野外アコースティックライブ 

特別企画としてキャンドルナイトの趣旨に賛同いただいたミュージシャンによる、ライブコンテンツを 

茶屋町・西梅田両会場にて実施。 

 

 

 

◆西梅田会場 

◆日時：2014年6月11日（水） 午後7時～午後9時30分  

      （雨天時は翌12日（木）に順延。 

      12日も雨天の場合再順延はございません。） 

◆会場：西梅田公園   

◆ステージデコレーション：CandleJUNE 

◆出演アーティスト：THE BED ROOM TAPE、奇妙礼太郎、 

              orange pekoe、リクオ、他 

                            決まり次第詳細をお知らせします 

 

◆茶屋町会場 

◆日時：2014年6月4日（水）  午後7時～午後9時 

      （雨天時は翌5日（木）に順延。 

      5日も雨天の場合再順延はございません。） 

◆会場：ＮＵｃｈａｙａｍａｃｈｉ ３Ｆテラス     

◆ステージデコレーション：CandleJUNE 

◆出演アーティスト：小久保淳平、渡辺俊美、他 

             決まり次第詳細をお知らせしま

す 

野外ライブで使用する電力は、日本自然エネルギー㈱が発行するグリーン電力証書を受け、 

グリーン電力でまかなわれております。 

別紙 

   

◇2013年6月の模様 ◇西梅田ナイト ◇2013年6月の模様 ◇茶屋町ナイト 
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◇スペシャルコンテンツ◇ 野外アコースティックライブ 

別紙 

◆茶屋町会場出演アーティスト 

世界各地で火を灯す。 
2001年に広島で「平和の火」を灯してから 
「Candle odyssey」と称する争いのあった地を巡る旅を始める。 
9.11以降アメリカを横断、N.Y.グランド・ゼロで火を灯し、その後アフガニスタンへ。 
広島、長崎、沖縄、北海道など国内を旅し、2005年からは終戦記念日に中国チチハルにて火を灯す。 
新潟県中越大震災後は、”復興から更なる発展へ”と「SONG OF THE ARTHフェスティバル」を開催。 
また、3.11におこった東日本大震災をうけて「LOVE FOR NIPPON」活動中。 
http://www.lfn.jp 

◆ステージデコレーション 

Candle JUNE 

   2001年、東芝EMIよりメジャーデビューシングル6枚、アルバム2枚をリリース。 
2003年にメジャーシーンを引退、2004年にオルタナティブロックバンド「THE SWiSH」を結成し自
主制作での音源DVDをリリース、2008年にPCでのトラック制作と並行してソロでの活動を開始。
2011年より現在のアコースティックギターでの弾き語を確立、震災以降この日本の現状に疑問を
もちLOVE FOR NIPPON等の活動に参加。2012年「FUJI ROCKFESTIVAL'12」「SONG OF THE 
EARTH2012」「太陽と星空のサーカス」などの大型野外フェスに参加、その後も多様なアーティス
トとのセッションを重ね2013年より拠点を東京から北九州に移し九州地方を中心に全国様々な場
所で精力的にライブ活動を続けている、愛妻家であり一児の父。料理人であり絵描きである妻と
アコースティックギターを片手にマイペースながらその歌声を多くの人に届けている。 
  
 

小久保淳平 

TOKYO No.1 SOUL SETのヴォーカル、ギター、サウンド･プロダクション担当。 
独自のメロディとカラーを持つヴォーカルは各方面で定評があり、様々な 
アーティストの作品への参加、近年ではプロデュースワークもこなす。 
2010年1月20日には自身の音楽的好奇心を反映し試みるプロジェクト、THEZOOT16のメジャー
デビューアルバム『ヒズミカル』をリリース。また、福島出身のミュージシャンとクリエーターで2009
年に結成されたバンド「猪苗代湖ズ」(渡辺俊美はBASS担当) として、2011年12月31日には第62
回NHK紅白歌合戦に出場。2012年1月14日～2月26日まで、渡辺俊美、初となる個展「ソバカス」
(会場：勝どきbrf) を開催。2月8日には、THE ZOOT16初のベストアルバム「Z16」をリリース。 
そして、翌週2月15日には、過去4タイトルリリースした、ジャズ･コンピレーションCD
「BRUSHINGWORKS INTER PLAY」の、最新作にして、ベストセレクト盤「BRUSHING WORKS 
INTER PLAY My Favorite Swings」をリリース。さらに、6月13日には自身初となるソロ名義での 
アルバム「としみはとしみ」をリリース。全国各地でソロライブ、イベントを開催している。 
また、2014年春には自身のtwitter(https://twitter.com/zootset)で人気のお弁当を中心にまとめ
た書籍をマガジンハウスより発売、発売初日からamazon男の料理部門でベストセラー１位を 
記録するなど大好評発売中。 

渡辺俊美 
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Candle JUNE profile 
 
世界各地で火を灯す。 
 
2001年に広島で「平和の火」を灯してから 
「Candle odyssey」と称する争いのあった地を巡る旅を始める。 
9.11以降アメリカを横断、N.Y.グランド・ゼロで火を灯し、 
その後アフガニスタンへ。 
広島、長崎、沖縄、北海道など国内を旅し、 
2005年からは終戦記念日に中国チチハルにて火を灯す。 
新潟県中越大震災後は、”復興から更なる発展へ”と「SONG OF THE 
EARTHフェスティバル」を開催。 
また、3.11におこった東日本大震災をうけて「LOVE FOR NIPPON」活動中。 
 
http://www.lfn.jp 

８． 

◇スペシャルコンテンツ◇ 野外アコースティックライブ 

別紙 

◆西梅田会場出演アーティスト 

世界各地で火を灯す。 
2001年に広島で「平和の火」を灯してから 
「Candle odyssey」と称する争いのあった地を巡る旅を始める。 
9.11以降アメリカを横断、N.Y.グランド・ゼロで火を灯し、その後アフガニスタンへ。 
広島、長崎、沖縄、北海道など国内を旅し、2005年からは終戦記念日に中国チチハルにて火を灯す。 
新潟県中越大震災後は、”復興から更なる発展へ”と「SONG OF THE ARTHフェスティバル」を開催。 
また、3.11におこった東日本大震災をうけて「LOVE FOR NIPPON」活動中。 
http://www.lfn.jp 

。趣味は鉄道。 

www.nabowa.com 

 

 
「Nabowa」のソングライター／ギターリスト「景山奏」ソロプロジェクト。 
滋賀県出身／京都在住。趣味は鉄道。 
www.nabowa.com 
 
 

THE BED ROOM TAPE 

「大根 ! 人参!ロックンロール!くよくよしようぜ! ～」でおなじみ、奇妙礼太郎トラベルスイング楽団
や、アニメーションズのボーカルとしても活動中のバンドマンでありロックボーカリスト。 
弾語りで行われるソロライブはオリジナルに加え、レパートリー豊かなカバー曲を多少交えつつ。
泥臭くストレートで朴訥としたロックンロールから、ラブ・アンド・ユーモアなフォークまで歌い上げ、
少し泣き声混じりの切ない歌声と、むき出しのソウルで人々を魅了し、CMなどでもその歌声は
多数起用される。2013年、初の弾語り全国ツアーを実施、ライブ会場限定にて『HOLE IN ONE』
をリリース。 
http://kimyoreitaro.com/  
  
  
 

奇妙礼太郎 

   

ナガシマトモコ (ヴォーカル、作詞)と藤本一馬(ギター、作曲、編曲)により1998年に結成され、 
関西で活動を開始。 
自宅録音を駆使し作品を制作する傍ら、関西のクラブやカフェを中心にライブを展開。DJ、 
クリエイターを中心に大きな支持を受け、2002年にメジャーデビュー。 
また、それぞれソロとしての活動も始動し、ギタリストとしてのソロアルバム「SUN DANCE」、
「Dialogues」が各方面から高い評価を得ている藤本一馬の3rdアルバムが初夏にリリース予定。 
そしてニューヨークで活躍する新進気鋭のミュージシャン達とともにレコーディングされたナガシ
マトモコのソロアルバムも今秋リリース予定で、自身初のソロアルバムとして期待が高まる。 
 
  
 

orange pekoe 

   京都出身。ソウルフルなヴォーカルと幅広いソングライティング、ニューオリンズピアノ、R&R、 
ブルース等に影響を受けたグルーヴィーなピアノスタイルで、注目を集める。 
年間120本を越えるツアーで鍛えられたファンキーなライブパフォーマンスは、 
世代・ジャンルを越えて熱狂的な支持を集め、いつしかローリングピアノマンと呼ばれるように。 
'14年2月、オリジナルアルバムとしては５年半振りのソロアルバム「HOBO HOUSE」をリリース。 
 http://www.rikuo.net/ 
  
 

リクオ 

◆ステージデコレーション 

Candle JUNE 
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キャンドルナイト・プレイベント 

別紙 

◆５月２４日（土） ブリーゼブリーゼ 『紫陽花キャンドルをつくりましょう』 

南船場のギャラリーショップ／タピエスタイルがプロデュースするキャンドルナイトのスペシャルワークショップ企画。 

インテリアに初夏の風を運ぶ、あじさいのキャンドルを作ります。 

好きな色の花を選んで、キャンドルで作った台の上にトッピング、最後にクリアワックスでコーティングして出来上がりです。 

 

講師：flurfay 藤岡さわ 

1982年高知県出身。高知市在住。東京の大学を卒業後、多様な表現ができる「蝋」という素材に魅せられ、本格的にキャンドル作り 

の道へ。現在は東京・高知でワークショップを開催するほか、結婚式やイベントでのキャンドルデコレーションのプロデュースを行なう。 

 

◆日程 5月24日（土） 

◆時間 1回目 14：00～、2回目 15：45～、3回目 17：30～ 全3回 

◆会場 ブリーゼブリーゼ1Fメディアコート 

◆各回定員 各回定員10名様（全3回合計30名様） 

◆受付 13：30より先着順にて全3回分受付開始 ※定員に達し次第受付終了 

◆参加費 無料 

  

＊写真はイメージです。カタツムリのモチーフは付きませんのでご了承下さい。 

 

 

◆５月３０日（金） ヒルトンプラザ イースト 『キャンドルナイト「邦楽演奏会」』 

和楽器のルーツや作製の話などのトークや、日本の伝統的な楽器を使った古典音楽をキャンドルの灯りのもとで演奏します。 

演奏者：尺八・ 石川利光、箏 ・池上眞吾 

キャンドル装飾：カメヤマキャンドルハウス 

 

◆日程 5月30日（金） 

◆時間 17：00～19：00  箏と尺八の歴史や楽器の紹介と演奏 

◆会場 ヒルトンプラザ イースト1Fアトリウム 

◆入場無料 

 

石川利光 
NHK邦楽技能者育成会首席修了。 
数々のリサイタルを開催した成果に対し、
文化庁芸術祭音楽部門優秀賞等を受賞。 

池上眞吾 
東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。世
界各国でのコンサートや、現在は和楽器
を使ったライブ活動、作曲等を行う。  
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キャンドルナイト・プレイベント 

別紙 

◆５月３１日（土） ＮＵ ｃｈａｙａｍａｃｈｉ 

『Lulu by UNITED BEESの頒布を使ってキャンドルホルダーをつくろう！』 

頒布生地を好きな形に切抜き、オリジナルのキャンドルンホルダーを作りましょう。 

 

◆日程 5月31日（土） 

◆時間 13：00～17：00 

◆会場 ＮＵ ｃｈａｙａｍａｃｈｉ 1Fコリドールプラザ特設会場 

◆定員 150名様 

◆受付 12：30受付開始 ※定員に達し次第受付終了 

◆参加費 無料 

◆講師 Candle Studio Jouir／Lulu by UNITED BEES 

 ＊写真はイメージです。 

 

 ◆５月３１日（土）～６月１１日（水） ハービスＰＬＡＺＡ／ＰＬＡＺＡ ＥＮＴ 

『Ｃａｎｄｌｅ Ｎｉｇｈｔ Ｍｅｍｏｒｙ ２０１４』 

２００５年から続くキャンドルナイトを振り返る写真展示イベントの第２弾。 

昨年紹介していない写真とあわせて、フォトコンテストの優秀作品のメモリアル展示を開催します。 

 

◆日程 5月31日（土）～6月11日（水） 

◆会場 ハービスＰＬＡＺＡ 1Fオルガン広場 

＊写真はイメージです。 

 

 

『オリジナルのカラフルメッセージキャンドルをつくろう！』 

オリジナルのキャンドルパーツを使ってカラフルなメッセージキャンドルを2つ作成していただきます。 

1つはイベント当日西梅田会場にて灯します。もう1つはお持ち帰りいただけます。 

 

◆日程 6月７日（土） 

◆時間 13：00～17：00 

◆会場 ハービスＰＬＡＺＡ ＥＮＴ Ｂ1F東エントランス 

◆定員 100名様 

◆受付 12：30受付開始 ※定員に達し次第受付終了 

◆参加費 200円 

◆講師 Candle Studio Jouir 

＊写真はイメージです。 
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キャンドルナイト・プレイベント 

別紙 

ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校に協力いただき、茶屋町ナイト当日、ゆかた着付け＆ヘアメイクサービス 

（着くずれお直し不可）若しくは、ネイルサービス（カラー+アート2本）またはエステ（フットまたはハンドメイドマッサージ）サービス

を体験いただけます。 

 

◆日程 6月4日（水）※雨天の場合順延はございません。 

◆時間 17：00～19：00 

◆会場 ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 

◆メニュー ・浴衣着付け＆ヘアメイク（約40分）＜先着30名＞ ※最終受付18：20 

        ・ネイルまたはエステ（各約30分）＜先着合計40名様＞ ※最終受付18：30 

                ※全メニュー女性のみとなります。 

◆予約受付 candle-night＠bau-com.co.jp ※メールにて、事前予約となります。 

  予約受付スタート：5/16（金）～ ※定員に達した時点で終了となります。 

 

ゆかたｄｅ写真撮影いたします 

ご自身で持参いただいたカメラで出来上がったお姿を撮影させていただきます。 

 

 

 

 

◇スペシャルコンテンツ◇ゆかたｄｅキャンドルナイト 

＊写真はイメージです。 

◇2013年6月の模様  
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キャンドルナイト・プレイベント 

別紙 

キャンドルの灯の中、ホテルシェフによる特製フードやドリンクでくつろぎの時間をお楽しみください。 

 

◆茶屋町会場：ホテル阪急インターナショナル 

日程： 2014年6月4日（水） 雨天時は翌5日（木）に順延（5日も雨天の場合は6日（金）に再順延） 

時間：18：00～21：00 

場所：アプローズタワー西側入口前 

 

◆西梅田会場：ザ・リッツ・カールトン大阪 

日程：2014年6月11日（水） 雨天時は翌12日（木）に順延（12日も雨天の場合は13日（金）に再順延） 

時間：19：00～22：00 

場所：ザ・リッツ・カールトン大阪 ロビーラウンジ側入口前 

 

◇スペシャルコンテンツ◇キャンドルナイトフードカフェ 

＊写真はイメージです。 

◇2013年6月の模様◇茶屋町会場                        ◇西梅田会場    



１３. 

◇茶屋町会場 開催エリア図 
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＊車両通行規制の範囲（予定） ＊キャンドルアートの展示などイベントの実施場所 

◇西梅田会場 開催エリア図 


