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札幌の名所が消灯します。
日時：6月21日（水）　午後8時～10時
●時計台　●道庁赤れんが庁舎　●JRタワー
●モエレ沼公園ガラスのピラミッド「HIDAMARI」　●さっぽろテレビ塔

オリジナルキャンドルを無料配布します。（ 6月5日（月）～）
※ご家庭で、キャンドルナイトを･･･
※お一人様１個限り。なくなり次第終了とさせていただきます。

琴似商店街、琴似地区でライトダウンが行われます。
琴似地区では、琴似小学校の児童が手作りのポスターとキャンドルを琴似商店街に配り、
ライトダウンを呼び掛けます。
日時：6月21日（水）　午後8時～8時10分
場所：琴似商店街、琴似地区
問い合わせ先：011ー 621ー2508（琴似二十四軒まちづくりセンター）

中央区

中）南22条西13丁目
　 札幌市中央図書館1Fロビー
開館時間：午前10時～午後5時
　　　　  （第2・4水曜はお休み）

元気カフェ「本の森」 白石区

白）南郷通1丁目南8-1
　 白石区複合庁舎1階戸籍住民課
　 待合スペース横
開館時間：8時30分～17時30分
　　　　  （土・日・祝はお休み）
問合先：　863-5855

元気カフェ「ブラン」

北　区

北）北8条西3丁目札幌エルプラザ2F
開館時間：午前9時～午後6時
問合先：　 728-1667

札幌市環境プラザ 北　区

北）北6条西4丁目JR札幌駅
　  西コンコース1F
開館時間：午前9時～午後6時

元気ショップ「いこ～る」 中央区

中）北4条西4丁目伊藤・加藤ビル4F
開館時間：午前10時～午後6時
　　　　  （土日はお休み）　
問合先：　218-7881

北海道環境サポートセンター

中央区

中）大通西4丁目地下鉄南北線
　  大通コンコース横（5番出口横）
開館時間：午前10時～午後8時
　　　　  （日曜日は午後7時まで）

大通情報ステーション 中央区

中）大通西3丁目地下鉄南北線
　 大通駅コンコース内
開館時間：午前8時～午後8時（平日）
　　  　　  午前10時～午後7時（土日祝）

元気ショップ

中央区

中）大通西19丁目
　 札幌市社会福祉総合センター1Fロビー
開館時間：午前10時～午後7時（平日）
　　　　  午前10時～午後4時（土日祝）

元気カフェ「ふらっと」

明かりを消したら、想いが灯る

でんきを消して、スローな夜を

キャンドルナイトはフリースタイル。特別な決まりはありません。
参加者やお客様とスローな時間を共有したいと、自分たちらしいやり方で準備されている
キャンドルナイトイベントやレストラン等に参加するのも、過ごし方の一つ。自宅で、電気を
消して、自分のスタイルで時間を過ごすのもステキです。過ごす時間や場所は違っていても、
想いは、繋がっています。

「さっぽろキャンドルナイト」は、１つ１つの取り組みの集まりです。
「さっぽろキャンドルナイト」は、1つのイベントではなく、札幌市および近郊で行われるキャン
ドルナイトイベント・レストランの総称です。主役は、イベント主催者やレストランの方々、そし
てそこに参加する皆さん、自宅でスローな夜を過ごす皆さんです。

キャンドルナイトは、「夏至の夜8時から10時まで、
電気を消して、スローな夜を過ごそう。」という呼びかけです。
2001年のカナダの「自主停電運動」にヒントを得て始まり、2003年に「1000000人のキャ
ンドルナイト」として全国に広がりました。「さっぽろキャンドルナイト」実行委員会は、個々
に行われていたキャンドルナイトの点を、ゆるやかにつないで線や面にして、より多くの方に
伝えようと、2004年に生まれました。

中央区

中）北1条西2丁目
　  札幌市役所庁舎1Fロビー
開館時間：午前8時～午後6時
　　　　  （土日祝はお休み）

元気カフェ
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北区 深海night
〜キャンドルナイトinエルプラザ

日　時：	6月21日（水）午後6時30分〜8時
場　所：	札幌エルプラザ	1F情報センター
	 	北)北8条西3丁目
定　員：	なし
参加費：	無料
内　容：	深海をイメージした空間で、音楽とともに夏至の夜を

ゆっくりと過ごしませんか？
主　催：	札幌エルプラザ公共4施設
問合先：	 011-728-1222

中央区 Plaza Candle Night 2017

日　時：	6月21日（水）①午後6時30分〜（出演：桜庭和さん）
②午後8時〜（出演：黄金井修さん）

場　所：	京王プラザホテル札幌1F	カフェデュエット
	 	中）北5条西7丁目2－1	京王プラザホテル札幌
定　員：	各回80名　参加費：無料だが、飲食費は必要
内　容：	キャンドルアーティスト米澤純氏によるコーディネー

トの中、二人のシンガーソングライターのコンサート
を開催。幻想的な夏至の一夜をお過ごしください。

主　催：	京王プラザホテル札幌
問合先：	 011-271-3203

中央区 ホテルポールスター札幌
「キャンドルナイトコンサート」

日　時：	6月21日（水）午後7時〜8時30分
場　所：	ホテルポールスター札幌4F	ライラック
	 	中）北4条西6丁目2番地
定　員：	40名
参加費：	無料（最初のドリンクは無料、2杯目以降は販売）
内　容：	夏至の夜に、チャペルにて、生演奏をお楽しみいただけ

るコンサートを開催。6月12日（月）から21日（水）、レス
トランではキャンドルの雰囲気で営業します。

主　催：	ホテルポールスター札幌
問合先：	 011-330-2532

中央区 ☆ボサノバ
　キャンドルナイト2017☆

日　時：	6月24日（土)OPEN：午後7時／START：午後8時
場　所：	HIPPIES	SUSUKINO
	 	中）南7条西2丁目	リバーサイドマンション1F
定　員：	30名　参加費：2,000円（1ドリンク付）
内　容：	毎年恒例☆	「ボサノバキャンドルナイト」
	 幻想的なキャンドルの光の中、まったりボサノバライ

ブをお届けします♪	【出演】メニーナダンサ
	 ☆小さなお子様、ペット連れもWELCOME☆
主　催：	HIPPIES	SUSUKINO
問合先：	 011-556-5246

北区 森の時間JAPAN×竹あかりナイト＆
打楽器カホンワークショップ

日　時：	6月22日（木)〜25日（月)午後7時〜9時
場　所：	梅酒BAR	SOUL	COMPANY
	 	北）北32条西4丁目1－7	コウメイビル1F
定　員：	20名　参加費：2,000円
内　容：幻想的な竹あかりの灯の中で、想いが灯る優しい時間。
	 22日（木）には参加者みんなで、森の時間カホンを奏で

る生ライブも実施します。
	 出演者：神田直樹
主　催：	ふるさとを歌う会	in	札幌	森の時間
問合先：	 090-6877-7020

北区 ☆ボサノバサークル
　札幌キャンドルナイト☆

日　時：	6月30日（金)OPEN：午後7時／START：午後8時
場　所：	HIPPIES	TONDEN　北）屯田5条3丁目4－10	カトレアハイツ
定　員：	20名　参加費：無料（別途1ドリンクオーダー)
内　容：	HIPPIESすすきの店にて毎月開催しているボサノバサーク

ルが屯田店にやってくる☆「ボサノバサークル札幌キャンド
ルナイト」	ボサノバの生演奏を聴きながら、料理やお酒をお
楽しみ下さい♪	どなたでも参加できます！	当日いきなり来
ても大丈夫です！	【出演・進行】三浦俊一	【ゲスト】野沢知子
&重久義明	☆小さなお子様、ペット連れもWELCOME☆

主　催：	HIPPIES	TONDEN　問合先： 011-839-3779

北区 さっぽろキャンドルナイト2017
in 樹々ミニコンサート

日　時：	7月7日（金）午後6時〜8時
場　所：	ギャラリー＆カフェ樹々
	 	北）北35条西4丁目1－1	サトービル1F
定　員：	30名
参加費：	1,500円
内　容：	キャンドルの灯りの中で、音楽を楽しみながら食事を

しませんか？
主　催：	ギャラリー＆カフェ樹々
問合先：	 011-302-0608

中央区 2017Candle Night Live@クロスホテル札幌
〜電気を消してスローな夜を音とともに〜

日　時：	6月21日（水）開場：午後7時、開演：午後7時30分、終
演予定：午後9時45分

場　所：	クロスホテル札幌
	 	中）北2条西2丁目23番地
定　員：30名
参加費：	3,000円(オードブル＋1ドリンク付き)
内　容：	アコースティックLive、札幌で活躍するアーティスト

2～3組出演予定（詳細はwebをご覧ください。）
主　催：Earth	Art	Project	Sapporo
問合先：	earthartproject@gmai l .com

中央区 giingooとちゃまめ楽団の
灯火音楽会

日　時：	6月3日（土）午後5時〜
場　所：	live&culture	LOKA（ライブ＆カルチャーロカ）
	 	中）北一条西28丁目2－18
定　員：	25名
参加費：	1,000円＋ドリンクオーダー
内　容：	馬頭琴、タブラ、ウクレレ、アンデス25Fといったユ

ニークな楽器によるライブ。灯火と音楽に包まれて、
ゆるやかなひとときをお楽しみください

主　催：	live&culture	LOKA
問合先：	 090-7512-6027

中央区 キャンドルナイト特別企画 
『星井清 クラシックギターライブ』

日　時：	6月20日（火）午後8時〜9時	（開場：午後7時30分）
場　所：	CAFE	ESQUISSE	カフェエスキス
	 	中）北1条西23丁目1－1	メゾンドブーケ円山1F
定　員：	20名
参加費：	前売	1,500円・当日	2,000円（1ドリンク付／税込）
内　容：	星井清/Hoshii	kiyoshi（ギタリスト）／ギターを大塚房喜氏に、作曲を木村雅信氏に師事。ナ

ルシソ・イエペス、ホセ・トーマス、セグンド・パストール、ガルシア・ベラスコにレッスンを受け
る。／1972年、第15回東京国際ギターコンクールに第3位入賞、その後、札幌を中心に演奏
活動を続けている。／公益社団法人　日本ギター連盟正会員、札幌大谷大学非常勤講師。

主　催：	CAFE	ESQUISSE　問合先： 011-615-2334

中央区 Candle Night
In Royton Sapporo 2017

日　時：	6月18日（日）午後5時〜8時（開場：午後4時30分）
場　所：	ロイトン札幌1階カフェトリアノン
	 	中）北1条西11丁目
定　員：	200名　参加費：1,000円
内　容：	Singer	Hiromi：ノンジャンルシンガー／Emily.K：singer

／エビナマスジ：シンガーソングライター／斉藤	航：
フリースタイルヴァイオリニスト／山本	紗綺：シン
ガーソングライター（from東京）順不同

主　催：	MC－CLUB
問合先：	 090-3775-9432（大橋）

中央区 キャンドルナイトアコースティックライブ
「懐かしい、かもしれない歌」

日　時：	6月21日（水)開場：午後7時30分	開演：午後8時
場　所：	Live&Dining	JAMUSICA
	 	中）北4条西28丁目1－16	ラ・ワイスビルB1F
定　員：	30名
参加費：	予約2,500円／当日3,000円（別途1drinkオーダー）
内　容：	出演：胡池マキコ（シンガーソングライター)、あらひろ

こ（カンテレ奏者、コンポーザー)、松崎真人（シンガー
ソングライター)

主　催：	Live&Dining	JAMUSICA（ライブ＆ダイニングジャムジカ）
問合先：	 011-612-1900

白石区 キャンドル☆ナイト in 白石 Mellow

日　時：	6月1日（木)〜30日（金)の毎日	開場：午後7時
場　所：	Live	&	Dining	Mellow
	 	白）南郷通1丁目北2－32	ダイアパレス1F
定　員：	各日25名
参加費：	1,500円	1ドリンク（各日変動あり)
内　容：	札幌で活動中のアーティスト達が6月の毎日、様々なキャンドルライブを繰り

広げます。《出演》高井麻奈由、Mick、宮津有沙、ENA、いむいぱぴ子、ほか総
勢約50組(各日1～5組)。3日(土)、25日(日)はオープンマイクのため、どなた
でも演奏が出来ます。どの日も素敵なキャンドルナイトを過ごせます…

主　催：	Live	&	Dining	Mellow　問合先： 011-827-0114

白石区 お座敷を舞う

日　時：	6月17日（土）午後6時〜7時30分
場　所：	studio	AWAKE！スタジオ	アウェイク
	 	白）本郷通り7丁目北6	三和ハイツ本郷1F
定　員：	20名
参加費：	1,500円
内　容：	三味線・氣ケーナ・舞踊のコラボレーション
	 出演者～三味線：河野紫、氣ケーナ：なかざわ＝さと

し、舞：西崎鼓美、RUMI
主　催：	studio	AWAKE！
問合先：	 090-7514-5492

北区 ROGA キャンドルナイト

日　時：	6月21日（水)午後6時〜10時（仮）
場　所：	Cafe&Bar	ROGA	カフェバーロガ
	 	北）北7条西5丁目5
定　員：	40名（先着順）
参加費：	未定（お問い合わせください）
内　容：	店内店外を福祉事業施設で作成していただいたキャ

ンドルで彩り、札幌を拠点として活動するアーティス
トによるライブを開催

主　催：	Cafe&Bar	ROGA
問合先：	 011-299-7559
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イベント/映画/芝居/ライブ/セミナー
/オープンマイク/エクササイズ/その他

北区 キャンドルナイト2017 in 北大

日　時：	6月21日（水）午後7時30分〜10時
場　所：	北海道大学正門付近（百年記念会館前）　北）北8条西６丁目
定　員：	なし　参加費：無料
内　容：	キャンドルに囲まれた百年記念会館周辺の美しい芝

生の上でコンサートを開催します。
主　催：	SCSD(The	Students	Council	for	Sustainable
	 Development	in	Hokkaido	University)
共　催：北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部、施設部
協　力：北大ギターアンサンブル、北大ジャズ研究会、幌北児

童会館、SFT北大支部

中央区 赤れんがガイアナイト2017

日　時：	7月7日（金）午後5時〜8時
場　所：	道庁赤れんが庁舎	前庭・2階2号会議室
	 	中）北3条西6丁目
定　員：	なし　参加費：無料
内　容：	キャンドルが彩る幻想的な空間でのコンサートや環境

フォーラムなどのイベントを開催します。キャンドルの
明かりの中で一緒に地球環境について考えてみませ
んか？	道庁赤れんが庁舎前でお待ちしております。

主　催：	北海道
問合先：	 011-204-5188（北海道環境生活部環境政策課）

北区 みんたるみんなの、キャンドルナイト・
オープンマイク＆温熱療法イトオテルミー

日　時：	6月21日（水）午後7時〜
場　所：	フェアトレード雑貨＆レストラン	みんたる　北）北14条西3丁目2－19
定　員：	30名
参加費：	演奏者～1,000円（2ドリンク付き）	お客様～オーダー、

お願いします（イトオテルミー体験は500円）
内　容：	歌・演奏・落語・読み語り・パフォーマンス等、ジャンルは問いません。キャンド

ルの光の中で、自分を表現してみませんか？	飛び入り参加も大歓迎！	みんた
るの片隅では、キャンドルの熱で、温熱療法イトオテルミーも体験できます。

主　催：	フェアトレード雑貨＆レストラン	みんたる
問合先：	 011-756-3600

北区 cafe tone キャンドルナイト♫
オープンマイク

日　時：	6月22日（木）午後6時〜
場　所：	cafe	tone
	 	北）北23条西10丁目1－6
定　員：	30名
参加費：	1,000円
内　容：	歌ったり、楽器の演奏をしたり、お1人15分で皆さん

のステキな光とローソクの光と共に一緒にスローな
夜を過ごしませんか？エントリーはHPにて受付中。

主　催：	cafe	tone（カフェトーン）
問合先：	 011-738-5551

北区 〔演奏参加者募集〕 
アンプラグドライブ

日　時：	6月24日（土）午後6時30分スタート
場　所：	カフェ	ライブ	バー	ボイス
	 	北）北24条西4丁目4－25	第5タイガービル1F
参加費：	演奏者：1,000円（1ドリンク付き、お客様2名お連れの

方は参加費無料））	お客様：1,500円（1ドリンク付き）
内　容：	キャンドルの薄明かりの中での演奏を楽しんで頂けます。演奏参加

者募集、アマチュア・プロどなたでもOK、持ち時間15分。アンプやマ
イクは使用できません。アンプラグドのためキーボードは不可。ピア
ノがあります。ギター、アコーディオン等楽器はお持ちくださいね。

主　催：	カフェ	ライブ	バー	ボイス　問合先： 011-728-9678

東区 スローフローピラティス

日　時：	6月26日(月)午後7時40分〜8時30分
場　所：	ピラティススタジオ	Body	Soul
	 	東）北15条東16丁目1－5
	 ダイアパレスターミナル15	2F
定　員：	10名　参加費：2,160円
内　容：	キャンドルの灯りの中で行うピラティスレッスンです。

スローなエクササイズで、からだがスッキリします。
ぜひご参加下さい♪

主　催：	ピラティススタジオ	Body	Soul（ボディソウル）
問合先：	 011-787-6700

白石区 〜世界とつながるオープンマイク
　de キャンドルナイト〜

日　時：	6月21日（水）午後6時〜8時30分（予定）
場　所：	JICA	北海道国際センター（札幌）レストラン　
	 白）本通16丁目南4－25
定　員：	特になし（研修員の食事時間のため混み合う可能性があり

ます。あらかじめご了承くださいませ）
参加費：	無料（最低一品のご注文）
内　容：	開発途上国から来た研修員向け施設のレストランで、ロウソクの灯を感じな

がら一曲奏でてみませんか？聴くだけの方も大歓迎。詳細はホームページを！
主　催：	独立行政法人国際協力機構（JICA）北海道国際センター（札幌）レストラン
問合先：	 011-866-8421

岩見沢市 「イオさんの誰でも出来る独立型太陽光発電のすすめ」
 オフグリッドソーラーの楽しみ方講座

日　時：	6月24日（土）午前11時〜午後4時30分
場　所：	パンとワインの店	PAN	VINO	ぱんびーの
	 	岩見沢市上幌向北1条6丁目770－40
定　員：	10名　参加費：3,500円
内　容：	【オフグリインストラクター】早川寿保さんの独立

型太陽光発電のセミナー。地球に優しいエネルギー
のこと、宇宙のことを考えてみませんか？

	 【ぱんびーの】のパンランチ＆ドリンクつき。
主　催：	パンとワインの店	PAN	VINO	ぱんびーの
問合先：	 0126-26-5582

中央区 長谷川朋美さん大型セミナー DE
手づくりキャンドルプレゼント

日　時：	6月18日（日）午前10時〜11時30分（第1部）
場　所：	TKP札幌ビジネスセンター	カファレンスルーム5B
	 	中）北3条西3丁目1－44	ヒューリック札幌ビル5F
定　員：	100名（男性可）
参加費：	3,000円（ご参加いただいた方には、オリジナルキャンドルプレゼント）
内　容：	女性の自立魅力的な人材になるためをテーマに美LIFEクリエイター長谷川

朋美さんによる初の札幌セミナーご参加で手づくりキャンドルプレゼント
主　催：	イベント主催：Qualite〔カリテ〕代表中城美香
	 キャンドル担当：札幌ノーリス
問合先：	 080-4507-7625（カリテ事務局）

中央区 「道庁赤れんが」
さっぽろキャンドル花あかり

日　時：	6月19日（月）午後6時30分〜午後8時30分
	 （雨天時6月20日（火））
場　所：	北海道庁赤れんが庁舎前庭
	 	中）北3条西6丁目
定　員：	なし　参加費：無料
内　容：	手づくりキャンドルの灯りを見つめながら天使の歌声

を聞き、心身共に癒されるスローな時間を過ごしま
せんか。素敵な夜をあなたに･･･。

主　催：	さっぽろキャンドル花あかり
問合先：	 011-522-7371

中央区 森の時間JAPAN×竹あかり
in 札幌市役所

日　時：６月21日（水）午前10時〜午後９時まで
場　所：	札幌市役所１階ロビー（午後５時まで）、聖火台前（午後６時から）	

中）北１条西２丁目
定　員：	なし　参加費：無料
内　容：	札幌市役所を市民の手で灯す、竹あかりと音楽の優

しい贈りもの。１階ロビーにて想いが灯るメッセージ
竹灯籠作り、６時からは作成した竹灯籠を灯しな
がら、音楽コンサート。光を集めて心を一つにする。

主　催：	ふるさとを歌う会	in	札幌	森の時間
問合先：	 090-6877-7020

北区 森の時間JAPAN×竹あかり
in 北海道大学祭

日　時：	6月2日（金）〜6月3日（土）午後7時〜9時
場　所：	北海道大学構内大野池、向かいの遊歩道
	 	北）北12条西８丁目
定　員：	なし　参加費：無料
内　容：	幻想的な竹あかりの灯の中で、北大生と共に作り上

げる想いが灯る優しい時間。光を集めて心を一つに
する。優しい気持ちも悲しい想いも、心灯す竹あか
り。6月3日(土)午後8時～コンサート

主　催：	ふるさとを歌う会	in	札幌	森の時間
問合先：	 090-6877-7020

北区 ほどよくのーてんきライブ

日　時：	6月8日（木）午後8時スタート
場　所：	カフェ	ライブ	バー	ボイス
	 	北）北24条西4丁目4－25	第5タイガービル1F
定　員：	45名　参加費：2,000円（1ドリンク付き）
内　容：	日本中ツアーしているみほりょうすけくんのライブ。

キャンドルナイト参加中に付きvoiceは最小限の電源
でキャンドルの薄明かりのライブ予定です。

	 ジョイントミュージシャン募集しています。
主　催：	カフェ	ライブ	バー	ボイス
問合先：	 011-728-9678

南区 国際ストロベリーキャンドルナイト
IN HAKKENZAN

日　時：	6月17日（土）午後7時〜9時
場　所：	八剣山果樹園
	 	南）砥山126番地
定　員：	30名
参加費：	1,500円（ライブ・ドリンク・おつまみ付き）
内　容：	八剣山果樹園のBBQハウスの中で、タイ・メキシコ・

韓国・ドイツのゲストを巻き込んで1人語り芝居やラ
イブ、いちごドリンクやおつまみを楽しみましょう。

主　催：	NPO法人	八剣山エコケータリング
問合先：	 011-596-2280

江別市 映画「カレーライスを一から作る」

日　時：	6月17日（土）
	 ①午後3時30分〜5時10分	②午後6時30分〜8時10分	
	 小西穣さんスペシャルトーク5時20分〜6時20分
場　所：	江別市野幌公民館　江別市野幌町13－6
定　員：	各回50名　参加費：無料
内　容：	探検家・関野吉晴による武蔵野美術大学の課外ゼミは、「カレーライスを

一から作ってみる」（野菜や米、肉、スパイス、食器なども）。この映画は、
種植えからカレーライスが出来上がるまでの9か月間の記録である。

主　催：	えべつ地球温暖化対策地域協議会
問合先：	 011-381-1019（江別市環境課）
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レストラン/ショップ/語り
/コンサート

キ ャ ンド ル ナ イト
イ ベ ント

E V E N T

手づく り / イベ ント

キ ャ ンド ル ナ イト
イ ベ ント

E V E N T

恵庭市 キャンドルDay&Night

日　時：	6月24日（土）午前11時〜午後8時
場　所：	おうちカフェMayMe's
	 	恵庭市上山口580－2（旧黒氏牧場内ログハウス）
定　員：	10名前後
参加費：	バスボム	800円、ビブリオバトル他	無料、飲食費は有料
内　容：	バスボム作り（800円）やビブリオバトル（無料）にご

参加の方、着物でご来店の方（ワンコイン着付けや着
物貸出もあり）にはキャンドルをプレゼント

主　催：	おうちカフェMayMe's
問合先：	 0123-39-4233

中央区 キャンドルとランタンを作ろう

日　時：	6月9日（金）午後6時45分〜8時45分
場　所：	さっぽろ自由学校「遊」
	 	中）南1条西5丁目	愛生舘ビル5F	501
定　員：	20人
参加費：	500円／持ち物:1Lの紙パック（牛乳など）1枚～、カッター

ナイフ＊キャンドルの材料は、主催者側で準備しています。
内　容：	夏至のキャンドルナイトのために、キャンドルやラン

タンを作ってみましょう。卵の殻を使った卵形のキャ
ンドル、牛乳パックの再利用のランタンです。　

主　催：	さっぽろ自由学校「遊」　問合先： 011-252-6752

中央区 夏至のキャンドル教室
＆キャンドル無料配布

日　時：	6月17日（土）、18日（日）午後1時〜
場　所：	キャンドル専門店	日々灯
	 	中）北二条西2丁目	弘済ビル1F
定　員：	各回6名
参加費：	500円
内　容：	北海道の蜜蝋を使ったキャンドル作り。オプションで

香り付けも可能。教室のほかキャンドルの無料配布
も実施（100個無くなり次第終了）。

主　催：	キャンドル専門店	日々灯（ヒビト）
問合先：	 011-218-2200

中央区 フェアトレードフェスタ2017
in さっぽろ

日　時：	7月1日（土）午後3時〜午後8時
場　所：	フェアトレードフェスタ2017	in	さっぽろ
	 	中）大通公園10丁目
定　員：	300名　参加費：無料
内　容：	フェアトレードフェスタ2017inさっぽろ「アースデイ

函館」のブースにて、無料のキャンドル作りを体験で
きます。19時からはボサノバの音楽を聴きながら，
キャンドルに火を灯して、静かな夜を楽しみましょう。

主　催：	フェアトレードフェスタ	in	さっぽろ実行委員会
問合先：	 080-7528-2003

中央区 手づくりソイキャンドルで
夏至を過ごそう！

日　時：	6月15日（木）〜6月20日（火）午前11時〜午後3時
（2時間程度のプログラム、ご予約に合わせて開催）

場　所：	girouette（ジルエット）　
	 	中）北2条西20丁目2－3	フィラコート北2条	403
定　員：	各回4名
参加費：	1,500円
内　容：	大豆由来のソイキャンドルを手作りし、お豆とハーブ

ティーの試食・試飲もあります。
主　催：	girouette×metshop
問合先：	 090-2054-4588（たかの）

中央区 手づくりソイキャンドルで
夏至を過ごそう！

日　時：	6月21日(水)午後１時〜5時（２時間程度のプログラ
ム、ご予約に合わせて開催）

場　所：	girouette（ジルエット）　
	 	中）北2条西20丁目2－3	フィラコート北２条	403
定　員：	4名
参加費：	1,500円
内　容：	大豆由来のソイキャンドルを手作りし、お豆とハーブ

ティーの試食・試飲もあります。
主　催：	girouette×metshop
問合先：	 090-2054-4588（たかの）

中央区 手づくりソイキャンドルで
夏至を過ごそう！

日　時：6月21日(水)午後5時〜9時（予約いただければ、お
好きな時間参加OK）

場　所：	girouette（ジルエット）　
	 	中）北2条西20丁目2－3	フィラコート北2条	403
定　員：	10名　参加費：3,000円
内　容：	豆のお話を学べる会『在来種ってなあに？』。意外と知らない

お豆のお話会をします。ソイキャンドルづくりも♪アロマキャ
ンドルを灯し、ハーブティーと豆の試食もお楽しみください。

主　催：	girouette×metshop　
問合先： 090-2054-4588（たかの）

中央区 キャンドルナイト
スイーツブッフェ2017

日　時：	6月25日（日）午後5時〜、午後7時30分〜の2部制
場　所：	札幌東急REIホテル	サウスウエスト
	 	中）南4条西5丁目1番地	札幌東急REIホテル1F
定　員：	180名
参加費：	お一人様：2,600円（税金サービス料込み）
内　容：	パティシエ特製スイーツ20種と軽食10種、ソフトドリ

ンクと自家製サングリアの120分食べ飲み放題
主　催：	札幌東急REIホテル	サウスウエスト
問合先：	 011-531-1065

中央区 ☆道産ワイン de キャンドルナイト☆

日　時：	6月21日（水)午後4時〜
場　所：	道産ワイン応援団winecafe	veraison（ヴェレゾン)
	 	中）南二条東2丁目8ー1	大都ビルB1F	
定　員：	20名
参加費：	無料だが、飲食費は必要
内　容：	ワインカフェヴェレゾンでは今年もキャンドルナイト

の夜をキャンドルの灯りとともにワインを味わいま
す。一日限りのスローナイトにご参加ください。

主　催：	道産ワイン応援団winecafe	veraison
問合先：	 011-231-7901

中央区 cocktail in

日　時：	6月21日（水）〜7月8日（土）午後8時〜午前5時
場　所：	Shot	Bar	Vecchio
	 	中）南5条西5丁目	メイプル通りBLD	7F
定　員：	なし
参加費：	不要だが、飲食費は必要
内　容：	日本バーテンダー協会認定バーテンダーが作るあな

ただけの特別な一杯。優しい灯りの中そんなスロー
な夜を…。詳しくは、HPまたはFBを検索。

主　催：	Shot	Bar	Vecchio
問合先：	 011-513-6226

白石区 キャンドルナイト期間
スペシャルメニュー企画

日　時：	6月5日（月）〜7月7日（金）午前11時〜午後4時
場　所：	カフェ	れ･ぴゅーる　
	 白）本通4丁目北１－４	コンツェルト	1F
定　員：	特になし
参加費：	500円（カレーセット代）
内　容：	特別メニュー（オーガニック&フェアトレード東ティ

モールマウベシ珈琲とオリジナル焼きチーズカレー
セット）

主　催：	NPO法人オーク会	カフェ	れ・ぴゅーる
問合先：	 011-827-1215

南区 アロマキャンドルプレゼント

日　時：	6月21日（水）午前10時〜午後6時
場　所：	アロマテラピー・ハーブの専門店フィトナチューラ
	 	南）澄川三条六丁目3－3	じょうてつドエル真駒内1F
定　員：	なし
参加費：	なし
内　容：	キャンドルのほのかな灯りの中で今年の夏至を過ご

しませんか？フィトナチューラでは、お店へ来ていた
だいた方にアロマキャンドルをお配りいたします。

主　催：	アロマテラピー・ハーブの専門店フィトナチューラ
問合先：	 011-841-1448

江別市 ラ・フォルケッタの
キャンドルナイトディナー

日　時：	6月24日（土）午後６時〜
場　所：	イタリア料理ラ・フォルケッタ
	 	江別市西野幌93－17
定　員：	25名
参加費：	5,000円
内　容：	自家菜園野菜や地元食材の季節のお料理と「しろま

るさんのおとぎよみ」による音と語りのライブイベン
トをキャンドルの明かりの中で・・・。

主　催：	イタリア料理ラ・フォルケッタ
問合先：	 011-398-7694

白石区 ☆一日限りの夜営業☆キャンド
ルナイト・ミニ音楽会☆

日　時：	7月7日（金）	午後6時〜
場　所：	カフェ	れ･ぴゅーる
	 	江別市西野幌93－17　白）本通4丁目北１－４	コンツェルト	1F
定　員：	25名　参加費：無料（飲食代のみ）
内　容：	バイオリンの奏でる優雅で心地良い調べを聴きなが

ら、キャンドルの優しい灯りの中でゆっくりしたひとと
きを過ごしませんか？皆さんが良く知っているあの名
曲もお楽しみください！☆バイオリン奏者：野口　高☆

主　催：	NPO法人オーク会	カフェ	れ・ぴゅーる
問合先：	 011-827-1215
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キ ャ ンド ル ナ イト
イ ベ ント

E V E N T

落 語 / 朗 読 / カ フェ / ピ ア ノ

キ ャ ンド ル ナ イト
イ ベ ント

E V E N T

子ども/イベント/星空観察会
/手づくり

中央区 キャンドルナイト落語会

日　時：	6月24日（土）午後7時〜7時45分
場　所：	地域交流スペースより道どころ「らくら」
	 	中）南14条西12丁目2－25
定　員：	25名
参加費：	無料
内　容：	北大落語研究会OBによる落語会。れんが造りの蔵

の中で、笑いのひと時をお楽しみください。出演：雨鯛
亭勢昇、他1名

主　催：	らくらの会
問合先：	 011-532-0888

中央区 キャンドル☆ポエム★ささやかナイト
〜キャンドルの光の中で、詩を読んでみましょう

日　時：	6月20日（火）午後6時45分〜8時45分
場　所：	さっぽろ自由学校「遊」
	 	中）南1条西5丁目	愛生舘ビル5F	501
定　員：	20人　参加費：500円
内　容：	キャンドルの光の中で、詩を読んでみましょう。お好き

な詩、紹介したい詩、俳句、短歌などをお持ちいただ
き、読んで聞かせてください。聞くだけでもok。キャ
ンドル作りの講座（6月9日）もあります。

主　催：	さっぽろ自由学校「遊」
問合先：	 011-252-6752

豊平区 ともしび朗読会

日　時：	6月17日（土）午後6時30分〜9時30分
場　所：	stationery&cafe	kushukushu
	 	豊）月寒東1条19丁目2－72	伸光ビル1F
定　員：	8名
参加費：	1,200円（1ドリンク付き）
内　容：	ろうそくの明かりの中で夏目漱石や太宰治などの朗

読会を行います。美味しい珈琲とケーキもあります。
出演「朗読プロジェクトざとうくじらの群れ」

主　催：	stationery&cafe	kushukushu
問合先：	 090-6870-1649

南区 愚亭ななくさ寄席（夏至寄席）

日　時：	6月24日（土）午後6時30分〜午後8時30分
場　所：	愚亭ななくさ
	 	南）川沿18条1丁目2－12
定　員：	20名
参加費：	1,000円
内　容：	毎年好評のななくさ寄席です。キャンドルの灯りで聞

く落語、マジック、そして去年から出演していただい
ています笑いヨガと、お腹の底から笑ってください。

主　催：	愚亭ななくさ
問合先：	 011-573-0577

南区 虹のしっぽ
夕ぐれドキの足浴憲法朗読会

日　時：	6月11日（日）午後4時〜午後8時
場　所：	hot	cafe	ほっぺた館
	 	南）簾舞4条3丁目3－4－25	虹のしっぽ
定　員：	10名
参加費：	1,500円（飲食費込み）
内　容：	足浴しながら憲法を考えてみませんか？	憲法条文を

朗読したり、ほっぺたやきを食べながら、キャンドルの
灯りの下、ゆったりした時間を過ごしましょう。

主　催：	hot	cafe	ほっぺた館
問合先：	 011-206-0804

江別市 朗読とピアノのキャンドルナイト
in 江別

日　時：	6月24日（土）午後6時30分〜8時40分
場　所：	江別インタナショナルスクール
	 	江別市野幌代々木町56－8
定　員：	50名　参加費：1,500円（ワンドリンク付き）
内　容：	時代物あり、ミステリーあり、セリフを分担して読みあう連読あり、クスッと

笑ってしまうような楽しいものあり・・・。バラエティに富んだ朗読と癒しのピ
アノ演奏で、スローなキャンドルナイトをあなたと。＊協力：朗読グループ「和
みの本棚」、宮武玲子（ピアノ）＊収益金は東日本大震災支援のために寄付。

主　催：	江別市民国際交流協会
問合先：	 011-384-5583

江別市 井上ひさしの「子どもにつたえる
日本国憲法」を読む

日　時：	6月23日(金)午後7時〜8時
場　所：	風の音治療院（らる畑２軒隣）
	 	中）大通西２３丁目２－２５	ラメール円山１F
定　員：	15名　参加費：無料
内　容：	井上ひさしが「前文」と「第九条」を、子どもにも読める

やわらかく優しい言葉に翻訳した「憲法のこころ」と、
お話「憲法って、つまりこういうこと」をキャンドルの灯
りの中で朗読します。朗読：西山美紀子

主　催：	オーガニック・自然食品専門店	らる畑
問合先：	 011-614-2406

北区 オリジナル・ランタン作り

日　時：	7月2日（日）午前10時〜12時
場　所：	麻生総合センター
	 	北）北39条西5丁目3－5	2F
定　員：	20名　参加費：無料
内　容：	牛乳パックを使ったランタン作りです。絵を描いたり、

型抜きした画用紙を切り貼りしたりして自分だけのラ
ンタンを作ってみませんか？これからの季節、キャン
プなどでも大活躍すること間違いなしです！

主　催：	ボーイスカウト札幌第12団
問合先：	 090-3779-4060

東区 キャンドルナイト de 
おばけやしき＆ミニミニ縁日

日　時：	6月24日（土）午後6時30分〜8時30分
場　所：	有機八百屋あすらん
	 	東）東雁来5条1丁目2－10
定　員：	60名
参加費：	無料。縁日での飲食費は有料
内　容：	復活♪おばけやしきは、子ども達に喜んでもらえたよ

うなので、今年はもっと楽しいおばけやしきを、と相
談中！暗がり探検とミニミニ縁日にご参加ください♪

主　催：	あすらんと仲間たち
問合先：	 011-374-6258

白石区 「ガールスカウトとあそぼ！」
千代紙キャンドルをつくろう!!

日　時：	6月17日（土）午前10時〜午後1時頃
場　所：	まちづくり	イベント広場（白石区複合庁舎B1F)
	 	白）南郷通1丁目南8－1
定　員：	なし
参加費：	100円
内　容：	はさみとノリを使って千代紙ろうそくをつくりましょう。
主　催：	ガールスカウト北海道第10団
問合先：	 090-3879-2817

豊平区 『杜のこかげでどんじゃらほい！』
〜ファイヤーパーティーの夕べ〜

日　時：	6月17日（土）午後7時頃から1時間（雨天中止）
場　所：	豊平神社	境内
	 	豊）豊平4条13丁目1－18
定　員：	なし
参加費：	無料
内　容：きこりのキャンドルと手作りランタンで点灯式とキャ

ンプファイヤーを行います。
	 ＊屋外で行います。暖かい服装でお越しください。
主　催：	ガールスカウト北海道第10団
問合先：	 090-3897-2817

豊平区 つくりませんか!! 
スローな夜に『アルミ缶ランタン』

日　時：	6月17日（土）午後2時30分から午後4時頃
場　所：	豊平神社	境内
	 豊）豊平4条13丁目1－18
定　員：	なし　参加費：200円
内　容：	飲料用のアルミ空き缶でランタンを2つ作ります。	1つは

持ち帰り。もう一つは7/14、15の豊平神社礼祭で展示しま
す。お預かりした作品は後日返却します。

	 ＊空のアルミ缶（洗って干したもの)2本をご持参ください。
主　催：	ガールスカウト北海道第10団
問合先：	 090-3897-2817

豊平区 “癒しのアロマジャーキャンドル”を
つくろう!!

日　時：	6月18日（日）午前10時〜午後3時頃
場　所：	豊平神社	境内
	 豊）豊平4条13丁目1－18
定　員：	なし　参加費：200円
内　容：	“アロマが選べるジャー（小瓶 )キャンドル”を手作

りします。中に入れたいもの（貝がらやガラスのビー
ズなど燃えづらいもの )をお持ちの上、	汚れてもよ
い服装でお越しください。

主　催：	ガールスカウト北海道第 10団
問合先：	 090-3897-2817

西区 子ども向け 星空観察会

日　時：	6月16日（金）午後7時30分〜9時
場　所：	琴似小学校グラウンド
	 	西）琴似2－7
定　員：	なし
参加費：	無料
内　容：	青少年科学館の移動天文車で、星空を観察しよう！	夜

間のため、保護者同伴で参加してください。雨天時
は、琴似小学校の体育館で天文教室を開催します。

主　催：	琴似地区まちづくり協議会
問合先：	 011-621-2508（琴似二十四軒まちづくりセンター）
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さ っ ぽ ろ キ ャンド ル ナ イト
２０１６

さっぽろキャンドルナイト２０１６報告より（一部紹介）

R E P O R T S

キャンドルの灯りの中でゆったりと自分の身体の声に耳を傾けながらエクササイズする
ことでとてもリラックスしていたように見えました。

ピラティススタジオBODY SOUL

キャンドルナイトレッスン“セルフケアフィットネス”

メインゲストの渡邊優香さんは、前半は「LOVE」を、後半は彼女が江別出身であることに
ちなんで「故郷」をテーマに歌ってくださいました。童謡「ふるさと」はみんなで合唱しまし
た。収益金（一部を除く）と寄付、お菓子やキャンドルの売上げの合計80,000円は、「福
島の子どもたちを守る会・北海道」に寄付させていただきました。みなさま、いつもありが
とうございます。

江別市民国際交流協会

チャリティーコンサート　クラシカル・キャンドルナイト in 江別

第１部が和気あいあいの笑いヨガ。照明も三段階で行い、最後の落語は、スポットライト
をあてて、客席はキャンドルのみ。皆さん、真剣に聞いていました。暗い方が集中できるん
ですね。逆にマジックは明るくして、タネあかしを見つけるぞという意気込みでしたが、残
念わかりませんでした。とにかく楽しいスローな夜でした。

愚亭ななくさ

愚亭ななくさ寄席（夏至寄席）

キャンドルの灯りの中、ヘルシーメニューの考案、調理提供などを通して国際協力活動を
行っている学生団体TFT-HOKKAIDOの活動紹介のほか、若者によるアコースティック
ライブや落語、エコトークなどのイベントを開催。

Youth+ポプラ（札幌市ポプラ若者活動センター）

POPURA Candle Night vol.4

「子供の絵で夜を彩ろう」と、前日幌北児童会館に通う小学生に、ろうそくを覆う紙に
絵を描くオリジナルキャンドル作りに挑戦して貰いました。当日は、キャンドルを配置し
た幻想的な雰囲気の中、約500名が音楽を聴きながらゆったりとした時間を過ごして
いました。

北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部

キャンドルナイト ｉｎ 北大２０１６

キャンドルコーディネートは、Jun’s Light 米澤氏とコーディネーターの小林氏によるコ
ラボレーションで、装飾を行いました。ライブは昨年同様、エンターが桜庭和さんでライ
ブは2部構成。キャンドルの灯りと桜庭さんの伸びやかな優しい歌声がお互いに引き立
て合い、非常に良い雰囲気を醸成していました。

京王プラザホテル札幌　1Ｆカフェ「 デュエット」

Plaza Candle Night 2016

今年も、夏至の夜に赤レンガ前庭で色とりどりの手づくりキャンドルを100個灯し、道行く
人の足を止め、生演奏の歌声と揺れる炎を見つめながら時を忘れ、心を癒してスローな
夜のひとときを過ごしていただけたと思います。

さっぽろキャンドル花あかり

道庁「赤レンガ」　さっぽろキャンドル花あかり

燭台と提灯の明かりだけで実施しました。まるで江戸時代の寄席のようで、キャンドルナ
イトの企画としてぴったりでした。出演者の話芸も巧みで、噺に引き込まれ楽しいひと時
を過ごしました。

らくらの会

キャンドルナイト落語会

本来は捨ててしまう空き缶を使ってランタンを作りました。好きな下絵を貼りプッシュ
ピンで穴を開けて行きます。あけ終わったら上蓋を缶切りで切り抜いて完成です。キャ
ンドルを入れて暗闇で灯して見た時には歓声が漏れました。やはりキャンプなど夏の夜
にかかせないエコランタンは大変人気で一人2本下絵つきでお家まで持って帰ってもら
いました。「電気を大切に」というテーマも充分に伝えることが出来たと思います。

ボーイスカウト札幌第12団

オリジナル・ランタン作り
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・（パンフレットの配布やポスターの掲示、社員への呼びかけを通して）町内会の方と会話が弾んだり、不要
な残業について社員の中で話が出たりしました。とても楽しい企画で良かったです。もっと周知されてい
るかと思いましたが、何となく知っているという方が多かったです。
・今回、初参加をしました。キャンドルは、自宅へ戻って家族や恋人とスローガンの“みんなで電気を消して
スローな夜を過ごそう！”と配りました。持って帰った社員より、自宅でキャンドルナイトしたよ！と写真が
送られてきました。
・夏至の夜は毎年、JRタワーの建物外壁の照明ダウンを実施しています。商業施設の中にいると気がつかな
いのですが、南口広場や少し離れた場所から見ると、いつもよりほの暗いJRタワーをご覧いただけたと思
います。

ビル屋上の広告塔・施設照明のライトダウンやノー残業デーの実施、社員・職員・
会員の皆さんへの広報、お客様へのパンフレット配布、ホームページや自社広告・

雑誌での広報などで、ご協力いただいています。

セイコーエプソン株式会社、モエレ沼公園

札幌市時計台、ビルドプロテック株式会社

株式会社 きもと 札幌サテライトオフィス、北洋銀行

(株)東急百貨店札幌店、株式会社 札幌丸井三越

日本放送協会札幌放送局、札幌駅総合開発株式会社（JRタワー） 

株式会社東光ストア、さっぽろテレビ塔、札幌信用金庫

特定非営利活動法人さっされん元気ショップ、北海道新聞社

一般財団法人札幌市環境事業公社、札幌トヨタ自動車株式会社

北海道環境サポートセンター

環境省環境パートナーシップオフィス（EPO北海道）

Youth+ポプラ（札幌市ポプラ若者活動センター）

札幌エルプラザ公共4施設
（札幌市男女共同参画センター、札幌市市民活動センター、
札幌市環境プラザ、札幌市消費者センター、情報センター）

C a n d l e  N i g h t  S u p p o r t e r s
〈 ご協力いただいている方々 〉

★6月21日(水）　午後7時～9時
豊）豊平8条11丁目3-5 011-823-5256

Youth+豊平（札幌市豊平若者活動センター）

★6月19日(月)～23日（金)
　午後6時～午後8時
中)南1条東2丁目7 水協ビル1F
011-221-9737

紙ひこうき
★6月21日(水）
　午後6時～8時
手）富丘3条1丁目10番1号
011-699-2362

びっくりドンキー手稲富丘店

キ ャ ンド ル ナ イト
レ ストラ ン・施 設

店内でキャンドル点灯 等

R E S T A U R A N T

中央区 手稲区

★6月21日(水）
　午後6時～8時
豊)平岸1条22丁目2－23
011-837-5701

びっくりドンキーミュンヘン大橋店
★6月21日(水）
　午後6時～8時
東)伏古10条4丁目2－7
011-780-2379

びっくりドンキー伏古店
豊平区 東区

★6月21日(水）
　午後6時～9時
厚)厚別南2丁目10番地
011-801-2045

びっくりドンキーひばりヶ丘店
★6月21日(水）
　午後6時～9時
中)南7条西11丁目1281－3
011-520-1145

ペペサーレ石山通り店
★6月21日(水）
　午後8時～10時
白)南郷通9丁目北1番10号
011-860-6070

びっくりドンキー南郷通店
厚別区 中央区 白石区

★6月21日(水）
　午後8時～10時
中)北2条西3丁目1－18 第25 桂和ビル1F
011-252-0520

びっくりドンキー札幌駅前店
★6月21日（水）
　午後5時～7時
中)南7条西11丁目1281－3
011-520-1141

びっくりドンキー石山通り店
★6月21日（水）
　午後7時～9時
豊)西岡4条4丁目2－10
011-859-2155

びっくりドンキー西岡店
中央区 中央区 豊平区

★6月23日（金）
　午後7時～9時
北)太平9条1丁目2－3
011-770-2182

びっくりドンキーファーム太平店
★6月23日（金）
　午後7時～9時
江別市野幌松並町９-２０
011-389-6666

びっくりドンキーファーム野幌店

★6月21日(水）
　午後5時30分～8時30分
中）南1条西19丁目
011-621-2751

※12星座のグラスにキャンドルを灯します。

レストランにしかわ

北区 江別市

豊平区

★6月12日(月)～21日(水)
　午後5時～午後11時
中）北4条西6丁目2番地
011-330-2532

ホテルポールスター札幌　
DINING & BAR 179

中央区

豊平区

★6月21日(水）
　午後6時～8時
手)前田5条13丁目3－25
011-699-7601

びっくりドンキー手稲前田店
手稲区

どなたでも利用できる施設ロビーにて、キャンド
ルを点灯していつもと違う雰囲気を演出します。
お出かけついでにぜひお立ち寄りください。

「昨年の報告より」
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