2018年4月24日
1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY
茶屋町スロウデイ実行委員会

梅田・茶屋町でスロウな時間を過ごす

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY
茶屋町スロウデイ2018
６月１日（金）開催
～アーティスティックで見ごたえ充分な「キャンドルアワード」を今年も実施します～
キャンドルアワード2017
グランプリ作品

6月1日（金）、梅田・茶屋町エリアにおいて「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ
2018」を開催します。
本イベントでは、梅田・茶屋町エリアの企業、地域団体、学校及び行政が集い、街の連携と賑わい創出を図
ることで“歩いて楽しいまちづくり”を推進し、茶屋町の新たな魅力を発信することを目指しています。
今回は、昨年好評を得ましたアーティストによる幻想的なキャンドルアート作品をお楽しみいただける「キャン
ドルアワード」に加え、キャンドルをより身近に感じていただくために、日本キャンドル協会のキャンドルアーティス
トたちによるキャンドルマーケットが開催されます。夏の夜、一年に一度、キャンドルの灯がやさしくつつむ梅田・
茶屋町エリアをゆっくりと散策し、スロウな時間をお過ごしください。
<開催概要＞
■日時：２０１８年６月１日（金）18時～22時
※荒天の場合は6/2（土）に順延、6/2（土）も荒天の場合は、6/3（日）に再順延。

※順延開催の場合、プログラム内容を変更する場合がございます。

■会場：梅田・茶屋町エリア一帯（阪急梅田駅 茶屋町口改札口出てすぐ）
■内容：キャンドルアート作品の展示、施設照明の消灯ほか

※詳細は別紙「プログラム概要」をご覧ください。

■主催：1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ実行委員会
［構成メンバー］
アーバンテラス茶屋町、梅田東連合振興町会、梅田ロフト、MBS、大阪工業大学（学校法人常翔学園）、大阪市、関西大学、
北梅田地区まちづくり協議会、NU茶屋町、NU茶屋町プラス、阪急電鉄株式会社、ホテル阪急インターナショナル、
学校法人ロイヤル学園ベルェベル美容専門学校

※50音順

（事務局）株式会社カクタス

■共催：阪急阪神ホールディングス株式会社
■協賛：カメヤマ/株式会社阪急阪神百貨店/ミズノオオサカ茶屋町/UNIQLO OSAKA
■協力：一般社団法人日本キャンドル協会
＜本件に関するお問合せ先＞
1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ実行委員会事務局 （株式会社カクタス内
TEL:06-6533-2722（平日10:00～17:00） FAX:06-6533-3006 E-mail: slowdayinfo@cactus7.co.jp

担当：近藤）

イベントの詳細情報は、以下の公式アカウントにて随時公開します。
Facebookアカウント 「chayamachicandle」

Instagramアカウント 「chayamachislowday」
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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2018 プログラム概要
開催MAP

街の照明が消える。

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・減灯されます。
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

音楽に包まれよう。

スロウライブ
キャンドルの灯りのもと
幻想的なライブを開催します。
場所

・阪急電鉄本社ビル(MAP A)
・ホテル阪急インターナショナル5階
チャペル(MAP C)

時間

18：00～22：00

出演者

THE SOULMATICS、大阪音楽大学

▲THE SOULMATICS

▲大阪音楽大学

大阪工業大学1階ロビーにおいても、「ロビーコンサート」を開催。
場所：大阪工業大学（MAP Ｈ）

じっくり楽しもう。

時間：19:45～ 出演者：大阪音楽大学

ワークショップ

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

おうちで灯そう。

キャンドルマーケット

場所

梅田芸術劇場前(MAP Ｉ )

時間

18：00～22：00

茶屋町を巡ろう。

協力：
一般社団法人日本キャンドル協会

梅田ロフト 3階ロフトラボ
（MAP J）

11:00～19:00
キャンドルスタジオ代官山
・所要時間1.5h×4回開催
心斎橋校
・定員数各回16名様

ＮＵ茶屋町 １階エントランス
付近 （MAP Ｇ）

13:00～18:00
・無くなり次第終了

アーバンテラス茶屋町

ＮＵ茶屋町プラス１階
ameme URBAN RESEARCH

茶屋町テアトル

茶屋町の街角に突如現れるスクリーン。人々のふるまいが都市
の映像となるような空間をつくりあげます。
場所

CHASKA茶屋町(MAP E)

時間

18：00～22：00

実施主体：
関西大学 環境都市工学部
建築学科

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、キャンドルアートで灯り空間をつくりあげます。
MAP No.

実施主体

13:00～
・無くなり次第終了
・先着50名様

ゆっくり過ごそう。

キャンドルアーティストによるキャンドル装飾をお楽しみいただきながら、
オリジナルキャンドルを購入いただけるマーケットを開催します。

時間

アーバンテラス茶屋町北側
(MAP B)

作品名

時間

18：00～22：00

作品紹介

実施主体
阪急電鉄×アンプラグド

場所

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。

B

キャンドルストリート

アーバンテラス茶屋町北側にキャンドルストリートが出現。来場者を
アーバンテラス茶屋町
暖かく迎え入れます。

アーバンテラス茶屋町北側

C

星座

ベルェベルのブライダル科2年生による、上質な空間を使った温もり ホテル阪急インターナショナル×
あるキャンドル演出を是非お楽しみください。
ベルェベル美容専門学校

ホテル阪急インターナショナル
5階チャペル前

D

キャンドルタワー

約100個のキャンドルが立体のタワー状に積み上がり美しく輝きます。MBS

MBSちゃやまちプラザステージ前

E

希望

関西大学が梅田キャンパス周辺地域の幸せの輪を作り、一体と
なって地域に貢献できることを願った作品。

CHASKA茶屋町前

F

2018年ブライダル業界でのキーワードでもある『ラスティングウエ
『ラスティングウエディング』
ディング』と『スター』を掛け合わせた癒しの空間を、プライダルのプロ ベルェベル美容専門学校×カメヤマ ベルェベル美容専門学校前
×『スター』
が演出致します。

G

amemeアンブレラアート

キャンドルの灯で幻想的に輝くamemeの傘アート。やさしくあたたか
な雰囲気をお楽しみください。

H

ハジマリ

大阪工業大学梅田キャンパスでの初のキャンドル作品づくりに挑戦 大阪工業大学
します！惹き込まれていく世界を是非楽しんでください！
（学校法人常翔学園）

キャンドルアワード

来場者皆様の投票で人気作品を決定します。

関西大学

NU茶屋町×
ameme URBAN RESEARCH

阪急電鉄×梅田ロフト×
15組のアーティスト

阪急電鉄本社ビル前

NU茶屋町前
大阪工業大学
梅田キャンパス外周
・ちゃやまちアプローズ南側
・梅田ロフト前 ・旧能勢街道

別紙
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15組のアーティストによる光のアート。

キャンドルアワード
今年も、アーティストによる幻想的なキャンドルアート作品を
展示します。イベント当日、会場内でお客様による人気投票を
開催しますので、是非ご参加ください。

場所

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

時間

18：00～22：00

■作品一覧
作品名

作品紹介

アーティスト名

ジャンル

灯の時

障子に描かれた筆文字が夕闇のころ、灯りとともに浮かび上がり、その奥
中大路 薫×
に隠れる花が影を映し出す。夏のはじまりに心ざわめく、花と書とキャンド
脇田 龍峯
ルのコラボレーション。

フラワー
アーティスト

Green flower dinner

無数のキャンドルの光と植物たちに囲まれた森の中でディナーを楽しんで
いるような世界観。そこには爽やかな風が流れ、空へとつながり、まるで妖 桑山 真弓
精になったような気分で作品と一体化できる作品。

現代アート作家

Homura

青く燃え立つ静かな闘争心を表現。
キャンドルの光に浮かび上がる幻想的な青い空間。

紀光 (Aki)

アクリル画家

墨影

古来の行燈や提灯を、キャンドルを用いたモダンアートで表現。
墨の佇まいを立ち上がらせ、影の黒と墨の黒がシンクロする。

イマタニ タカコ

墨アーティスト

SEA

アクリル板や立体物を用いて奥行きを表現するとともに、キャンドルの光に
黒野 祥絵
照らされて美しく光めく海の中をイメージ。

画家

舞踏会

遠近感あるパネル絵とキャンドルで、絵本の世界をきりとったような、動物
MASH ART
たちの楽しそうな森の中を創出。

チョーク
アーティスト

インドで富と学問の神として祀られる「ガネーシャ」。そのガネーシャの子ど
幸せを呼ぶ黄金の子ゾウ もが、キャンドルの光をあびて黄金に輝きながら背中に生えた羽を羽ばた 松本 アキム
かせ、見る人の夢と一緒に大空にはばたく様を表現。

造形アーティスト

劇場ミュージアム

キャンドルの明かりのみで、絵を見る小さな美術館。
怪しげな雰囲気に誘われて覗いてみると、そこには懐かしい時代の何やら 平田 沙織
楽しそうな世界が繰り広げられている。

画家

時の流れ

すべての人に平等に与えられたもの-時間-をテーマに
小川の流れのようなゆっくりとした時を過ごす贅沢な休日を表現。

造園

夢現

キャンドルの灯りに照らされた幻想的な月夜の下、ヒガンバナ畑のカー
ペットであそぶ1匹の子狐。アメリカンフラワーの繊細でガラスのような造花 鱗組
の美しさをキャンドルのやわらかい光によってより美しい幻想を表現。

アメリカンフラワー
アーティスト

オリエンタル・
セレブレーション

テーマは「どこか遠い国の祝賀会」。
株式会社
まだ訪れた事のない未知の国のフェスタ・街の活気や豊かさを表現するこ
栗清デザイン
とで、幻想的な空間に。

スクイーズアート

クリスタルガーデン

クリスタルな質感のカラフルな半透明プラスチックだけを使用しガーデンを
創作。
Hacocoro
キャンドルの優しい灯りで、夜の街に幻想的なガーデンが浮かび上がる。

インテリア雑貨
ブランド

stardust

キャンドルの灯りに、星座などのヴィジュアルを施した和紙が照らされ、
ゆったりとした時間を生み出す。

kon-gara

クリエイティブ
ユニット

たましるべ

生きとし生けるもののいとなみをみつめ返す炎でありたい。
そこへ集う人々にやわらかな時間を過ごしてほしい。

鈴木 マヤ子

美術作家

福春造園

童話の中でヘンゼルとグレーテルが暗い森をさまよいお菓子の家を見つ
森で出会ったお菓子の家 けます。その時のほっとしたような、希望を見つけたような気持ちをキャン 藤原 千晶
ドルの暖かな光で表現。

photo

現代美術作家

今年は、一般社団法人日本キャンドル協会（JCA）協力によるキャンドルマーケットも実施。
キャンドルアーティストやキャンドルインストラクターの育成・資格認定、また資格を取得した人たちのための活躍のステージを広げていくため、精力的に活動さ
れているJCA協力のもと、キャンドルアーティストによるキャンドルの販売やワークショップを実施します。

