
2018年5月9日 
１００万人のキャンドルナイト＠オオサカシティ西梅田ナイト実行委員会 

 今や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「気づき」の場にしていく。』 

 その趣旨に賛同した大阪・西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

ティ西梅田ナイト実行委員会」は、今夏６月に「１００００００人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY ２０１８  

Summer 西梅田ナイト」を開催いたします。 

 「やさしさの灯る街」「様々な気づ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 

広げてまいります。 

１００００００人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 
２０１８ Ｓｕｍｍｅｒ 西梅田ナイト 
大阪・西梅田で今夏２６回目を開催!! 
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◆行事名：１００００００人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY ２０１８ Summer 西梅田ナイト 

 

◆主 催：１００万人のキャンドルナイト＠オオサカシティ西梅田ナイト実行委員会 

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

 

◆共 催：阪急阪神ホールディングス、ヒルトンプラザテナント会 

 

◆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 ＯＨ！ 

 

◆協 賛：カメヤマキャンドルハウス 

 

 

◆キャンドルアート制作協力：学校法人 日本教育財団 大阪モード学園／ＨＡＬ大阪、大阪デザイナー専門学校、 
                    大阪樟蔭女子大学、大阪総合デザイン専門学校、創造社デザイン専門学校、 
                                        
 

◆企画制作・プロデュース：アクティオ 

 

※イベント概要は別紙をご参照ください。  

２０１８年６月６日（水） 雨天時は翌７日（木）に順延 （７日も雨天の場合は８日（金）に再順延） 
 
１８：００～２２：００ ※施設の消灯は２０：００～２２：００ 

大阪市北区梅田1丁目～3丁目の屋外 

◆開催概要 

◇開催クレジット 

◇開催日程 

◇開催エリア 

入場無料（フリーイベント） 

◇入場形態 
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会場内の各施設と協力施設・企業のある西梅田一帯で、約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、西梅田の街で、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 
  ２０１８年６月６日（水） ２０：００～２２：００  
  雨天時は翌７日（木）に順延 （７日も雨天の場合は８日（金）に再順延） 
 
◆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)  
   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 日本教育財団 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、 
  西梅田スクエア、西梅田バス暫定駐車場（大弘ビル跡地）、よしもと西梅田劇場 

◇まちコンテンツ◇ Ｌｉｇｈｔ ｏｆｆ 2-hours 

１． 

◇２０１７年１２月の様子（消灯前→消灯後）  

ハービスPLAZA ブリーゼブリーゼ 

ヒルトンプラザイースト 毎日新聞社 
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優しくあたたかな灯しび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、関西を中心に活躍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の街並みを包み彩ります。 
 

◆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 日本教育財団 大阪モード学園/HAL大阪、 

   西梅田公園、明治安田生命大阪梅田ビル、梅田ダイビル、西梅田スクエア   

    
◆出展者 
＜クリエイター＞  
  桜井トモヒロ、usaggi-ggumi、大家伸介/秋葉郁水、ヤマシタ技芸社、TOOP design works、 
  アナロギア、ＣＨＩＬＩＮ、transform 
  
             
＜学校＞ 
  学校法人 日本教育財団 大阪モード学園／ＨＡＬ大阪、大阪デザイナー専門学校、大阪樟蔭女子大学、 
  大阪総合デザイン専門学校、創造社デザイン専門学校 
  

  

◇２０１７年１２月の作品 

◇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 

別紙 
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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「ぼくのこと、わたしのこと」をテーマに地元小学校の子どもたちが参加して、 
小さな紙袋に様々な想いを描き灯します。  

 
 
◆会場      

   明治安田生命大阪梅田ビル前広場 

 

◆参加者・学校 
   大阪市北区 豊崎小学校 ・西天満小学校、梅田東子供会、五連合子供会 

◇２０１７年１２月の作品展示風景 

◇小学生作品 

あんどん 

◇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  

別紙 
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来場者が参加するキャンドルナイト・コンテンツとして毎回好評の「メッセージキャンドル」を開催。 
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ひとつの大きなキャンドルアートを作り上げます。 
 
◆会場 
  ブリーゼブリーゼ 
 
◆内容 

  【第１部】 メッセージを描いて会場に飾ろう♪ 

    受  付： １８：００ ～ ２１：００  ※先着５００個限り。無くなり次第終了いたします。 

    参加費： ２００円 

    内  容： メッセージを描いて会場に展示。 ※持ち帰り不可 

 
  【第２部】 メッセージを描いておうちで灯そう♪ 

    受  付： ２１：００ ～ ２２：００   

    参加費： ３００円 

    内  容： メッセージを描いて自宅へ持ち帰り。 ※会場展示不可 

 
           

※売上の一部は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。 

◇２０１７年１２月の模様 

◇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 

別紙 
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キャンドルの灯りの中、ホテルやカフェの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 
お楽しみ下さい。 

 
 
ザ・リッツ・カールトン大阪 
◆場所：ザ・リッツ・カールトン大阪 ロビーラウンジ側入口前 
◆時間：１９：００～２２：００ 
 
 
 
MARGARET HOWELL SHOP & COFFEE 
◆場所：ブリーゼブリーゼ １Ｆ MARGARET HOWELL SHOP & COFFEE 前 
◆時間：１５：００～２０：００ 
 
 
 
ヒルトンプラザホール・グランカフェ  
◆場所：ヒルトンプラザウエスト ６Ｆ 
◆時間：１１：００～２３：００ 
 
 
 
ベンジャミーナ  
◆場所：ヒルトンプラザイースト １Ｆ 
◆時間：１０：００～２０：００ 
 

◇イベントコンテンツ◇ キャンドルナイトフードカフェ 

別紙 
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※写真はイメージです。 
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◇スペシャルコンテンツ◇ キャンドルハーモニー 

Candle JUNE氏によるインスタレーションを開催いたします。西梅田公園が、キャンドルのあたたかく、やわら
かな、ひかりの海に包まれます。キャンドルのひかりに包まれた公園でゆったりとした夜をお過ごしください。 
 

  ◆日時 
   ２０１８年６月６日（水）  １８：００～２２：００   
   ※雨天時は翌７日（木）に順延。 ７日（木）も雨天の場合は中止。 
 
  ◆場所 
   西梅田公園 
 
  ◆キャンドル演出 
  
 

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、2011.3.11におこった東日本大震災をうけて「LOVE FOR NIPPON」活動中。 
http://lovefornippon.com/ 

Candle JUNE 

別紙 
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◇２０１７年１２月の開催模様 
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アサンプション国際中高生聖歌隊のみなさんによる合唱。 

キャンドルのやさしい光の中、学生コーラス隊が澄んだ歌声を響かせます。 
 
 

   ◆日時：２０１８年５月２８日（月） １８：３０～ 
                       
   ◆出演：アサンプション国際中学校高等学校聖歌隊 

    
   ◆会場：毎日新聞大阪本社ビル １Ｆ ロビー 

 

   ◆観覧無料 
 
 
 
                              

※写真はイメージです。 

◇プレイベント◇ キャンドルコンサート 

ハービスPLAZA/PLAZA ENTにて３，０００円（税込）以上のご利用で、５００円分のハービス飲食ご利用券を
プレゼント。 
 
   ◆日程：２０１８年６月１日（金）～６月６日（水） 

 

   ◆受付場所：ハービスPLAZA ENT B２ インフォメーション 

 

   ◆受付時間：１１：００～２０：００ 

 

   ◆定員：各日 先着２０名様  

 

   ◆当日のご利用レシートをインフォメーションにてご呈示下さい。 

 

   ◆飲食ご利用券は６月８日（金）まで有効。 

 

◇プレイベント◇ ハービス飲食ご利用券プレゼント 

別紙 
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シンプルな型抜きクッキーに、お砂糖と卵白で作ったアイシングクリームでお絵かきして・・・ 

見てかわいい！食べて美味しい！キャンドルナイトクッキーが出来上がります！ 

キャンドルの灯ったおうちや、お星さまなど、みなさんの想うキャンドルナイトを、自由にお絵かきしましょう♪ 

 
   ◆日程：２０１８年６月２日（土） 

 

   ◆時間：１１：３０～、１３：００～、１５：００～、１６：３０～ 

 

     ※初心者の方もOK 

     ※所要時間 45分〜60分程度 

     ※おひとり様おひとつの製作となります。 

     ※製作いただいたアイシングクッキーはお持ち帰りいただけます。 

 

    

   ◆会場：ブリーゼブリーゼ １Ｆ メディアコート 

 

   ◆定員：各回１２名様、合計４８名様 

    

   ◆参加方法：事前申込み、空席があれば当日受付 

 

   ◆申込み方法：メール受付 

    件名 「アイシングクッキー ワークショップ」とし、氏名、住所、電話番号、参加時間、参加人数を 

    下記メールアドレスまでお送りください。 

     info@nordicgarden.jp 

 

   ◆ご質問・お問い合わせ：アイシングクッキーワークショップ運営事務局 「Nordic Garden」宛  

    Tel 06-6345-3038(大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼブリーゼ4F） 

      

   ◆参加費：無料 

 

   ◆講師：池田まきこ 

 

 

 

◇プレイベント◇ アイシングクッキーで描くおとぎのキャンドルナイト☆ 
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※写真はイメージです。 
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＜講師プロフィール＞ 

アイシングクッキーを中心としたシュガーのお教室「Bon!Farine（ボン・ファリーヌ）」を
主宰。2010年アイシングクッキーに出会い、見た目のキュートさと作る楽しさ・奥深さ

に魅了される。芦屋アトリエに拠点を構え、愛されるお菓子作りの楽しさを広めるた
め日々奮闘中。 

http://www.bon-farine.com/ 

 

＊JSAアイシングクッキーマスター講師    

＊ルピシア Teaマイスター 



＊キャンドルアートの展示などイベントの実施場所 

別紙 

◇開催エリア図 
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i 

i 

i ＊インフォメーション設置個所 
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