2022年5月11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

大阪梅田・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２０２２ ６月１日（水）開催
～今年は「Convivial ～ともに愉しむ日～」をテーマに、街一帯にキャンドルアート作品を展開～
「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2022」を6月1日(水)に開催します。本イベ
ントでは、大阪梅田・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。
三年振りの現地開催となる今回は、「居心地の良い」という意味を持つ“Convivial ”をテーマに、街一体にキャ
ンドルアート作品を展開します。また、「持続可能な暮らしへの気づき」のきっかけとなることを目指し、各施設照
明を消灯・減灯する“ライトダウン”を実施する他、装飾材料のうちリユースできないプラスチック素材の使用は極
力控える、使用するキャンドルの約90％を石油由来のものから植物由来のものへ切り替えるなど、新たな取組も
行います。
夏の夜、一年に一度、キャンドルの灯りがやさしくつつむ街中をゆっくりと散策し、スロウな時間をお過ごしください。

キャンドルアワード2019グランプリ作品

2019年の開催の様子

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2022 開催概要
■日時：2022年6月1日（水）18時～22時
※荒天の場合は6/2（木）に順延、6/2（木）も荒天の場合は、6/3（金）に再順延。
※順延開催の場合、一部プログラム内容を変更する場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止を含め内容を変更する場合がございます。

■会場：大阪梅田・茶屋町エリア一帯 （阪急大阪梅田駅 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、音楽ライブ、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］
梅田東連合振興町会、梅田ロフト、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、Gビル梅田01（アーバンテラス茶屋町）、宝塚大学、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、株式会社毎日放送、
学校法人ロイヤル学園大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校 ※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：株式会社阪急阪神百貨店、カメヤマローソク
■協力：一般社団法人日本キャンドル協会
【ご来場の際のお願い】
皆様に安心してお楽しみいただくために、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
▶以下の条件に当てはまる方はご来場をお断りしております。
・発熱や風邪、味覚障害の症状がある方
・体調がすぐれない方
・身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能性の
ある方がいらっしゃる方
・ご自身または身近に、過去14日以内に海外への渡航歴がある方

▶ご来場の際は必ずマスクを着用いただき、咳やくしゃみをされる際は
「咳エチケット」を厳守ください。
▶飛沫感染予防のため、極力会話はお控えください。
▶エリア内では、ソーシャルディスタンスへのご配慮をお願いいたします。

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2022 プログラム概要
茶屋町を巡りキャンドルアートを愉しもう キャンドルスロウスポット
茶屋町の施設や学校によるキャンドルアート、11作品が街を彩ります。
展示No.
A

作品名
青の銀河

時間

作品紹介

別紙

18：00～22：00

実施主体

辺り一面に輝く、青と紫のりんどうの花畑。温かな光に大切な人への
想いを馳せながら、お愉しみください。

場所

阪急電鉄

阪急電鉄本社ビル前

作品モチーフ：宮沢賢治の代表作『銀河鉄道の夜』の銀河ステーション

B

夢の灯り

コロナを乗り越えてきた看護学生の夢を灯したキャンドルです。
夜に美しい彩りを与えます。

宝塚大学 看護学部

宝塚大学 大阪梅田キャンパス前

C

candle + flower

人を和ます花と、優しく灯す光が織りなすキャンドルアートで皆様を
お迎えいたします。

ホテル阪急インターナショナル

ちゃやまちアプローズ西側入口前

D

世界へのあかり

暗い影が射す世界に、少しでも明るい愛の灯を茶屋町から。

MBS

MBS本社1階ちゃやまちプラザ外周

E

メッセージキャンドル
ストリート

Gビル梅田01
（アーバンテラス茶屋町）

Gビル梅田01北側

あなたが作ったメッセージキャンドルにやさしい光が灯ります。
大切な人とともにお愉しみください。

※6/1が中止となった場合はワークショップ及びキャンドル装飾は中止いたします。

F

ヴェルデの庭で

光織りなす庭で、微笑みながら話し合う大切な時間。それは、ずっと
会いたかった大切な人達との煌めくキャンドルガーデンパーティ。

梅田ロフト×Verde

梅田ロフト1階 ロフトプラザ
北側正面入口(MBS側)

G

つながる家族広がる笑顔

#里親 #oneloveでつなごう家族の輪、子どもの笑顔あふれる明るい
未来を一緒に作りませんか？

関西大学
人間健康学部 福田ゼミ

梅田ロフト1階 ロフトプラザ
南側正面入口(ジュンク堂書店側)

H

あかり

平和を願いながら灯すキャンドルの灯りが、人の心に安らぎと
未来への希望の明かりをもたらしますように。

関西大学
ボランティアセンター学生スタッフ

CHASKA茶屋町（ジュンク堂書店）前

I

Wedding Future

大阪ベルェベルビューティ＆
ブライダル専門学校

NU茶屋町プラス北側

J

みんなでつくる
キャンドルフラワー・オブジェ

未来の明るい結婚式の為に～天使が宿る夜～をキャンドルとともに
演出いたします。
NU茶屋町1階のフラワーショップ「bois de gui et」のお花で飾る「キャ
ンドルフラワー・オブジェ」。皆さんとともに創り上げます。

NU茶屋町・NU茶屋町プラス

NU茶屋町西側エントランス

K

小径（こみち）

※参加条件は現地でご確認ください。

梅田キャンパスの心地よい小径をゆっくりと歩いてみませんか。キャン 大阪工業大学
ドルの灯りで小径を優しく包みます。
（学校法人常翔学園）

大阪工業大学
梅田キャンパス外周

キャンドルで彩る灯りの道を歩こう キャンドルロード
街の沿道にキャンドルが灯り、光の道でつながります。
旧能勢街道では一つのアート作品が道を彩ります。

開催MAP

場所

・旧能勢街道（NU茶屋町、NU茶屋町プラスの間）
・その他、エリア内沿道

時間

18:00～22:00

アーティスト

saori shiba

※旧能勢街道を装飾

心地よい灯りの中、音楽に包まれよう

▲saori shiba

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

・OSAKA FOOD LAB
・阪急電鉄本社ビル前
・大阪工業大学１階ロビー

▲THE SOULMATICS

時間

18：00～22：00 ※詳細はHPをご覧ください。

出演者

THE SOULMATICS、大阪音楽大学

つくる愉しさを味わおう

▲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。
ワークショップ

概要

・日時：6月1日(水)
13:00～無くなり次第終了
メッセージキャンドル
・場所：Gビル梅田01
ストリート
・定員数：先着100名様
・参加費：無料
・日時：6月1日(水)
18:00～20:00※無くなり次第終了
Have a Very
・場所：OSAKA FOOD LAB
Goooood night!
・定員数：先着20名様
・参加費：無料

茶屋町各所および周辺施設

時間

20：00～22：00

Gビル梅田01
（アーバンテラス茶屋町）
同志社女子大学
現代こども学科
吉永ゼミ

おうちで灯そう キャンドルマーケット
キャンドルアーティスト手作りのオリジナル
キャンドルを購入できるマーケットを開催します。

街の照明が消える ライトダウン
大阪梅田・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

実施主体

▲過去実施の様子

場所

梅田芸術劇場前

時間

17：00～22：00

協力

・阪急うめだ本店 3階 サムシング グッド スタジオ
・一般社団法人日本キャンドル協会

▲過去実施の
様子

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2022 プログラム概要
「いいな」と思うキャンドルアートに投票しよう

キャンドルアワード

「Convivial ～ともに愉しむ日～」をテーマに、様々なジャンルのアーティストによるキャンドルアート
8作品が登場。ぜひお気に入りの作品を見つけて、投票してください。

別紙

場所

アプローズタワー南側

時間

18：00～22：00

■作品一覧
展示No.

作品名

作品紹介

アーティスト名

ジャンル

1

色と光の祈り

様々な色を用いた抽象画をキャンバスに描き、キャンドルの灯りで
様々な色が暗闇に浮かび上がる。見る人が温かい気持ちになって
いただけるよう、色とキャンドルであたたかい空間を演出します。

2

「環」
TAMAKI～未来へ～

様々なモノ・コト・ヒトが多様化している世の中。それらは全て自然循
花贈り ×
環の大切な一存在であり、そして共に調和し合える未来であることを
Flower LINK
願い、キャンドルのあたたかな灯りと鮮やかなお花で表現します。

フラワー
デザイナー

3

LOVE yourself!

“LOVE yourself!（誇りを持て・あなた自身を愛してあげて）”のメッ
セージを掲げ、2019年にはニューヨークを旅した赤いソファ。旅で出
SHIRACO WORLD
逢ったたくさんの愛と夢と希望を乗せ、夜の茶屋町にキャンドルの灯
りとともに登場します。

アーティスト

4

Hot night

火の灯りとともにすごして来た人類の歴史。火が電気の灯りに変わっ
た現在もDNAに刻まれた火の記憶は私達を癒し盛り上げる。植物と 福春造園
キャンドルのコラボレーションで表現します。

造園

5

そうぞうの部屋

アーティストの作業机の上にあるのは、額縁に入れた絵、描きかけ
の作品。「想像」と「創造」が合わさる場所を表現。人と人とのつなが Chiaki Akada
りが生まれていく部屋を、キャンドルの灯りとともに演出します。

画家、
イラストレーター

6

The Power of Nature
～笑顔の為に～

ゴムの木は、樹液からゴム風船ができ、樹液が採れなくなると木材
株式会社スマイル
として使用される。ゴムの木は状態を変え多くの人々に笑顔を与え
ファクトリー
てくれます。自然の力を、バルーンとキャンドルの灯りで表現します。

バルーン
デコレーター

7

絆ぐもの

軽鉄で「昨今のギスギスさ」を表現しつつ、鎖で「人と人を絆ぐ」、緑
の蔦で「地球と人類を絆ぐ」イメージを表現。それらをキャンドルの灯 花綺者
山田 廣之信
りで包み込み、全てを絆ぐことで「LOVE AND PEACE」となる思いを
込めて創りあげます。

花講師

8

HERO

地球平和を望むちょっとお茶目なHERO。
やる気は満々ですが、中々実行に移せない「たぶん飛べるHERO」
は、今夜はキャンドルに包まれる街の平和を守ります。

アーティスト

連携コンテンツ

YOHEYY

photo

画家

megfactory

CANDLE NIGHT POP-UP STORE ＠阪急うめだ本店 ３階 サムシング グッド スタジオ

茶屋町スロウデイの開催に合わせて、阪急うめだ本店 サムシング グッド スタジオ×日本キャンドル協会によるキャンドルマーケットとワーク
ショップを期間限定で開催。キャンドルマーケットでは、約5,000名の会員を誇る『日本キャンドル協会』認定のキャンドルスクール人気講師
によるオリジナルキャンドルが全国から集結します。ここでしか買えないキャンドルもありますので、ぜひお立ち寄りください。
期間

6月1日（水）～6月7日（火）

時間

10:00～20:00 ※阪急うめだ本店の営業時間に準ずる

場所

阪急うめだ本店 3階 サムシング グッド スタジオ

協力

一般社団法人日本キャンドル協会

イベントの詳細情報・雨天時の対応等、以下の公式サイト・SNSにて随時公開します。
公式サイト （5月中旬更新予定）

Facebookアカウント

Instagramアカウント

Twitterアカウント

https://www.chayamachi-slowday.com/

「chayamachislow」

「chayamachi_slow」

「chayamachi_slow」

茶屋町スロウデイは、持続可能な
開発目標（SDGs）を支援しています。

