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1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2017 プログラム概要
開催MAP

街のでんきが消える。

ライトダウン
梅田・茶屋町エリアの施設の想いが
つながり施設照明が消灯されます。

場所 茶屋町各所および周辺施設
時間 20:00～22:00

昨年の様子

ゆっくり音楽に包まれる時間。

THE SOULMATICS スロウライブ
キャンドルの灯りのもと
幻想的なゴスペルライブを開催します。
場所

時間

ホテル阪急インターナショナル

18:00～18:30

5階チャペル内

阪急電鉄本社ビル前

19:00～19:30

阪急電鉄本社ビル前

20:00～20:30

ホテル阪急インターナショナル

21:00～21:30

5階チャペル内

出演者：
THE SOULMATICS

ゆったり楽しむ。

ワークショップ

※無くなり次第終了

キャンドルスロウスポットとともにお楽しみいただけます。
場所

時間

アーバンテラス茶屋町北側
梅田芸術劇場前
NU茶屋町 １階
コリドールプラザ特設会場

13:00～
無くなり次第終了
16:00～
無くなり次第終了
13:00～
無くなり次第終了

実施主体
アーバンテラス茶屋町
ベルェベル美容専門学校・カメヤマ
NU茶屋町・AIUEO

時間をじっくり楽しむ。

茶屋町ライブラリー
ゆっくりとベンチに座りながらスロウな時間をお過ごしいただけます。

場所 NU茶屋町プラス北側
時間 15:00～22:00
街の想いが灯るキャンドルアート。

キャンドルスロウスポット
街のみんなの想いがつながり、灯り空間をつくりあげます。
MAP No.

作品名

時間 18:00～22:00

作品紹介文

実施主体

A

青の銀河

一面に青く浮かび上がる、りんどうの花畑が輝きます。 阪急電鉄・アンプラグド

B

ゆめ灯り

「夢」をテーマとしたキャンドルアート作品です。

アフタースクールKippo
（阪急電鉄の民間学童保育）

キャンドルアワード

次ページをご覧ください。

阪急電鉄・15組のアーティスト

C・I

ヒュッゲ

D

【Hygge】～心地よい時間を～

E

キャンドルタワー

F

ART CANDLE NIGHT

G

うつすあかり

H

星空を見上げて

J

ハートフルデコレーション

K

水無月の輝き

人と人とのふれあいから生まれる、温かな居心地のよ
ホテル阪急インターナショナル・ベルェベ
い雰囲気をお楽しみください。
ル美容専門学校・カメヤマ
※ワークショップ同時開催
100個のキャンドルが立体のタワー状に積み上がり美し
MBS
く輝きます。
アーバンテラス茶屋町にキャンドルストリートが出現。来
場者を暖かく迎え入れます。
アーバンテラス茶屋町
※ワークショップ同時開催
梅田キャンパスに移って来た大阪工業大学空間デザ
梅田ロフト・大阪工業大学・カメヤマ
イン学科１、２年生による作品です。お楽しみください！
都会では見ることのできない満天の星を皆様にお届け
NU茶屋町プラス・宝塚大学
します。心安らぐひとときを過ごせますように。
みんなの想いをつないでつくる、ハート形の灯りをお楽
しみいただけます。
NU茶屋町・AIUEO
※ワークショップ同時開催
梅田キャンパスが関大生や社会人の懸け橋となり、未
来で輝く「関大人」を創出する場になることを願った作 関西大学
品です。

場所
阪急電鉄本社ビル前
ちゃやまちアプローズ
西側入口前
ちゃやまちアプローズ南側、
旧能勢街道
ホテル阪急インターナショナル
5階 チャペル前
MBSちゃやまちプラザステージ
前
アーバンテラス茶屋町北側
梅田ロフト正面入口前
ロフトプラザ
NU茶屋町プラス北側
NU茶屋町前

関西大学 梅田キャンパス前
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ひかりのアートが灯る。

初開催

キャンドルアワード
今回のキャンドルスロウスポットには、茶屋町エリアの施設・学校による展示に加え、
15組のアーティストによるキャンドル作品を展示します。
15組の作品に於いてはイベント当日の会場内で、お客様による人気投票を開催します。是非、ご参加ください。
場所

ちゃやまちアプローズ南側 ・ 旧能勢街道（NU茶屋町、NU茶屋町プラスの間）

時間

18:00～22:00

投票方法

各作品紹介パネルに、投票シールを貼っていただきます。

■作品一覧
作品名

作品紹介

アーティスト

アーティスト紹介

ひかりゆらめく世界

ゆらめくキャンドルの炎と柔らかな光を放つサン
キャッチャー。しばしの癒しの空間に身を委ねて
みてください。

なかよし

異種の動物たちがナイトキャンプに仲良く集う交
どうぶつ画アーティスト
流の様子を、迫力の大画面とキャンドルで表現し
加藤 トシユキ
ています。

ルーブル美術館や百貨店への作品出展など多
方面で活躍。ペットを描くオーダー制作も好評で
予約待ち多数の人気作家である。

風船と灯り

POPな茶屋町をキャンドルで幻想的な空間に。そ
んなキャンドルをPOPな風船でより幻想的な空間 風船職人 池田くん
に。

お笑い芸人、旅人と異色の経歴を持つバルーン
アーティスト。大阪を拠点に全国で多数のイベン
トに出演している。

ー梟灯ー YADORIGI

森の番人であるフクロウがこの日限り、この街に灯
をともす。夏の夜の一日限り出現する入口を覗い ㈱ウエムラ×馬遊舎
てみてはいかがでしょうか。

絵画造形教室を主宰する傍ら、様々な粘土と自
然物や別素材を組み合わせたオブジェ・立体作
品を造形しています。

キャンドルイルミネーション

キャンドルに願いを込めて。幻想的な灯りの中
で・・・

暮らしに癒しと温もりを提唱

集いの場（BAR）

「火・水・食」は人にとって大切な物。昔、人々は
水のある場に村を作り火を囲んで宴をあげた。現
福春造園
代でも人は潜在意識の中で「火・水・食」を求め
集まり人と人が繋がる。

「庭が好きです！」植物の良さ、石の良さ、庭の
良さを多くの方に知っていただきたい。

灯のある優しさ

自然界では光は大切なエネルギーの源。光を絶
やすことない暮らしに、キャンドルの優しさ温かさ MASH ART
で皆、笑顔に。

筆を使わず指で直接塗る描き方をしてます。
チョークアートで看板やArt作品を制作します。

Growing

ゆっくりゆっくり世界がひろがる。ひとりひとりの世
界が広がる。「Growing」そこに座れば、あなただ
けの光の花が咲く。

現代アート作家・空間デザイナー。Organic sign
art（有機的な気配芸術）をテーマにインスタレー
ションアートを発表する。

Luke

街中で目線を降ろしてください。足が沢山見えま
す。足の数だけ、様々な光が動いてます。そうし 山田 遼介
て、街は輝きます。

関西学院大学文化総部絵画部弦月会OB。自
然落下した木枝を組み合わせて、独自の世界観
を表現します。

光・響・つながる

ディンプルアートの鮮やかな色彩がキャンドルの
ディンプルアートJAPAN
光を通し、ゆらめき、あたたかい気持ちになってい
阪神支部
ただければ幸いです。

ディンプルアート エリアインストラクターグループ
です。

やわらかな境界線

和紙はろうそくの灯を包み拡散させる。墨は灯の
前で命を吹きこまれたように動きゆらめく。障子は
和の空間の境界をつくる。雑踏の中にあって観る イマタニ タカコ
うちに境界を越え、「あちらの側」に行くこともある
かもしれない。

造形芸術家、墨アーティスト。黒はモノの在り方
そのものと考え、墨の持つ多様で繊細な無彩色
と和紙のにじみの奥深さに向き合い、墨色の黒の
中にある無限性。内包するエネルギーを解き放
つことが創作のテーマである。

Candle×Candle

Candleの灯りやゆらぎに癒される。

作って楽しむ、飾って楽しみ、灯して癒される
Candleを作る教室を梅田でしています。

ひとやすみのお誘い

ビルのまわりには、川の流れやお花畑が広がり、
ほっとする自然がいっぱい。≪人や自然とつなが さちこ
る街≫を表現してみました。

灯りに癒されながら、大切な人たちと静かな時間
をもつきっかけになればと、キャンドルナイト「灯り
でつながる夜」を主催しています。

波紋か、花火か、

水たまりの波紋や空の花火のように、儚い「輪」を、
色とりどりのフェイクアイスクリームで描きます。一
藤原 千晶
夜限りの灯の中に、波紋とも花火ともつかない一
瞬をとどめる作品です。

様々な空間をフェイクアイスクリームを中心とした
甘いモチーフで、儚くどこか孤独を感じさせる作
品を、群像をつくることで表現しています。

EXHIPIGEON

切り絵から出る影をキャンドルの光と共にお楽し
みください。

2012年より切り絵をはじめる。固定観念にとらわ
れない作品を制作し、国内外問わず積極的に活
動中である。

Dew サンキャッチャー
カラーセラピスト toco.

カメヤマ

桑山 真弓

Candle Studio Lumiere

下村 優介

Dewサンキャッチャーカラーセラピストとしてセラピ
スト養成講座やサンキャッチャーの魅力をお伝え
しています。

スターバックスコーヒーによる「Delight in the Night」 同日開催
当取組は、店舗照明の一部を消灯（de-light）し、いつもと違うディライト(delight、楽しい）な雰囲気でゆったりとした時間を過ごしていただきながら、
コミュニティや環境について考える機会の創出を目的に、1000000人のキャンドルナイト@OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2017と同日に開催します。
実施店舗：ちゃやまちアプローズタワー店、NU茶屋町プラス店

photo

