


さっぽろキャンドルナイト2018
s a p p o r o  c a n d l e  n i g h t  

c a n d l e  n i g h t  e v e n t

札幌の名所が消灯します。
日時：6月21日（木）　午後8時～10時
●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（火）～）
※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（木）　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1階ロビー
開館時間：午前10時～午後5時
　　　　（ただし、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：（平日）午前8時30分～午後5時30分、
　　　　 　  （土日）午前10時～午後3時

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1階
開館時間：午前9時～午後8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
　　　　 （ただし、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
　　　　 （ただし、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：（平日）午前8時～午後8時、
　　　　　（土日祝）午前10時～午後7時

元気ショップ

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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八剣山果樹園の山小屋で、国際的な雰囲気、エコな意識で特別な一時を過ごすことがで
きました。絵本「希望の牧場」の一人語り芝居、アベ・マリアの曲に日本舞踊、オリジナ
ル曲、ペレット釜のおいしいピザ、フィンガーフード、軽食、サックスのすばらしいサウンド
と鼻笛も。キャンドルの光、池のカエルたちの鳴き声、すばらしい星空、新しいネットワーク
や友達、皆の笑顔とチームワークのおかげで、素敵な一晩でした。ありがとうございます。
「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。

NPO法人　八剣山エコケータリング

道庁「赤レンガ」
　さっぽろキャンドル花あかり

2017年のテーマは、路行く人に元気をお届けしたいとの思いからビタミンカラーとパス
テルカラーの手作りキャンドルを作成しました。なにかと忙しい方々の心に天使の歌声と
揺れる灯りを見つめながら暖かく優しい気持ちになってスローな夜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
キャンドルナイト ｉｎ 北大2017

当初は６月２１日を予定していましたが、天候が悪く延期となりました。開催日となった２８
日は天候に恵まれ、小さなお子様からご年配の方々まで、幅広い年齢層の方にお越しい
ただけました。ギター、ジャズ、オカリナ等、音楽団体さんの演奏により、会場がとても良い
雰囲気に包まれ、素敵なキャンドルナイトとなりました。

SCSD、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 琴似

地域の連合町内会、商店街（琴似商店街、琴似飲食業組合）、小学校が中心となり、夏至
の日のライトダウンを呼びかけました。（琴似小学校5年生の児童79人が、手作り啓発ポ
スターとキャンドルを、商店街と公共施設に配布。5年生の児童8人がコミュニティＦＭラジ
オ三角山放送局の番組に生出演して呼びかけ。当日の10分間のライトダウン、天文教
室：悪天候のため、室内で実施。150名参加）

琴似地区まちづくり協議会

今年のイベントは2ページと10ページで紹介
今年のイベントは8ページで紹介

今年のイベントは3ページで紹介
今年のイベントは6ページで紹介

さ っ ぽ ろ キ ャンド ル ナ イト２０１ 7 さっぽろキャンドルナイト２０１7報告より（一部紹介）①R E P O R T S

北区、ほか 札幌市内銭湯×森の時間
SNOW HOKKAIDO 竹あかり

日　時：6月1日（金）〜7月31日（火）午後3時〜午後12時
場　所：	福の湯、ほか札幌市内銭湯で実施予定
	 北）新琴似7条6丁目6−1 他、札幌市内銭湯で実施予定
定　員：なし
参加費：無料
内　容： 日本の文化でもある銭湯に入りながら、優しく灯る竹

あかりを見て、一日の疲れを取り、スローな夜をお過
ごしください。銭湯×竹あかり。日本の心を札幌へ。

主　催： 森の時間　SNOW HOKKAIDO 竹あかり
問合先： 090-6877-7020

中央区 ラボラトリーハコ 森の時間
SNOW HOKKAIDO 竹あかり

日　時：6月1日（金）〜7月7日（土）正午〜午後6時
　　　　	（＊第2・第4水曜日と日曜日はお休み）
場　所：	ラボラトリーハコ
	 中）南6西14　1−12
定　員：なし　参加費：無料
内　容： 実験室のようなお店で静かに優しい時間とともに過ご

す竹あかり。本とものづくりなど自分との向き合いを楽
しむ短い初夏を竹あかりの灯りでスローな時間を。

主　催： 森の時間　SNOW HOKKAIDO 竹あかり
問合先： 090-6877-7020

北区 北大祭 森の時間 
SNOW HOKKAIDO 竹あかり

日　時：6月1日（金）午後6時30分〜6月3日（日）午前11時
場　所：	北海道大学大野池付近
	 北）北12条西8丁目
定　員：なし　参加費：無料
内　容： 今年で3回目となる「北大祭に市民と北大生が協力し

作った竹あかりを灯し幻想的な光の空間」をお届けし
ます。灯した竹あかりが、誰かの心を灯す優しい光の
連鎖

主　催： 森の時間　SNOW HOKKAIDO 竹あかり
問合先： 090-6877-7020

中央区 キャンドルナイト瞑想会 in 
ギャラリー顔

日　時：6月21日（木）午後6時〜
場　所：	ギャラリー顔
	 中）南9条西6丁目 421−6　八条マンション102号室
定　員：13名程度
参加費：300円
内　容： キャンドルが灯る中、みんなで瞑想してみましょう。
主　催： ギャラリー顔　（ギャラリーガン）
問合先： haetakaruhitobito@gmail.com

北区 キャンドルナイト in 北大2018

日　時：6月21日（木）午後7時30分点灯	午後10時消灯
場　所：	北海道大学
	 北）北8条西5丁目
定　員：なし　参加費：無料
内　容： 北海道大学札幌キャンパスにて、百年記念会館周辺の

緑地にキャンドルを灯します。
 出演：ギターアンサンブル部。追加情報は、さっぽろ

キャンドルナイトのホームページでご案内します。
主　催： SCSD、北海道大学サステイナブルキャンパスマネジメント本部
問合先： 011-706-3660

北区 キャンドルナイト in エルプラザ　
〜生き物も人もみんなのHappyのために

日　時：6月15日（金）〜6月27日（水）午前9時〜午後10時
場　所：	札幌エルプラザ公共4施設　北）北八条西3丁目
定　員：なし　参加費：無料
内　容： 生き物も人もみんなのHappyのために、みなさんが

やっていること、やめたことを、エルプラザ内の3ヶ所
に貼り出します。どんなHappyが集まるでしょう？21日

（木）は、キャンドルとともに、エントランスホールに展
示します。みんなでマネをして、Happyを広げましょう。

主　催： 札幌エルプラザ公共4施設
問合先： 011-728-1667

中央区 北海道クールアース・デイイベント
「赤れんがガイアナイト」

日　時：7月6日（金）午後5時３０分〜	午後8時３０分
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

境に関する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。

主　催： 北海道環境生活部気候変動対策課
問合先： 011-204-5197
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白石区 キャンドルライブ&オープンマイク 
in 白石 Mellow

日　時：6月の全週末（金）〜（日）		開場:午後7時
場　所：	Live	&	Dining	Mellow
	 白）南郷通1丁目北2−32 ダイアパレス白石1F
定　員：各日25名
参加費：1,500円 1ドリンク付 (各日で変動あり）
内　容： ピアノ、アコースティックギターのキャンドルライブです。
 6月2日(土）と6月16日(土）はオープンマイク。
 お1人2曲で当日どなたでも参加、見学OKです。
主　催： Live & Dining Mellow
問合先： 011-827-0114

北区 ツアーミュージシャンみほりょうすけ
キャンドルナイトLive

日　時：6月8日（金）午後8時〜
場　所：	Cafe	Live	Bar	Voice	カフェライブバーボイス
	 北）北二十四条西4丁目4−24 第5タイガービル1階
定　員：30名　参加費：1,500円1drink 投げ銭
内　容： 東京より毎年歌いに来てくれているみほりょうすけさ

ん。全国を回ってオリジナル楽曲やさださんの歌を
届ける本格派ツアーミュージシャン。さださんの裏話
も楽しみ。

主　催： Cafe Live Bar Voice
問合先： 080-4040-2160

北区 マサシとhiromiのキャンドルの
中で聴くシャンソン

日　時：6月12日（火）午後7時	予定（要確認）
場　所：	Cafe	Live	Bar	Voice	カフェライブバーボイス
	 北）北二十四条西4丁目4−24 第5タイガービル1階
定　員：30名　参加費：3,500円1drink
内　容： 札幌銀巴里でも歌い東京のシャンソニエで歌って

いるシャンソン歌手マサシとオリジナル・シャンソン・
ファドを歌うアーティストhiromiの歌はキャンドルの
中で聴くのにピッタリな雰囲気。

主　催： Cafe Live Bar Voice
問合先： 080-4040-2160

北区 月田秀子を偲んで、
キャンドルナイトチャリティーLive

日　時：6月15日（金）午後5時開場、5時30分開演
場　所：	Cafe	Live	Bar	Voice	カフェライブバーボイス
	 北）北二十四条西4丁目4−24 第5タイガービル1階
定　員：30名　参加費：3,000円（1ドリンク）
内　容： ポルトガルの楽曲ファドを日本に広める活動をなさっ

ていたファディスタ月田秀子さん。一周忌に彼女の
軌跡を歌い継ぐsinger hiromi Live。売り上げは「福
島の子供を守る会」に送ります。

主　催： Cafe Live Bar Voice 
問合先： 080-4040-2160

北区 〜灯りを消してスローな夜を〜一足早いcafe 
toneキャンドルナイト「オープンマイク」

日　時：6月16日（土）午後6時〜9時＊出入り自由（禁煙）
場　所：	cafe	tone（カフェ　トーン）
	 北）北23条西10丁目1−6（駐車場13台）
定　員：25名
参加費：出演者1,500円/参加者1,000円　いずれも1ドリンク付き
　　　　お食事は、別料金
内　容： 昨年に引き続き、灯りを消して ゆったりと過ごす音楽会をエン

トリー方式で参加していただくオープンマイクを開催します。
主　催： cafe tone（カフェ　トーン）
問合先： 011-738-5551

中央区 Candle Night In 
Royton Sapporo 2018

日　時：6月17日（日）開場：午後4時30分、開演：午後5時、午後8時終了予定
場　所：	ロイトン札幌
	 中）北1条西11丁目
定　員：200名
参加費：前売：1,000円、当日：1,300円
 ＊別途、ワンドリンク（500円）か飲み放題（1,500円）のオーダーが必要です。
　　　　　　 ＊限定でフードメニューも販売します。
内　容： Yuka・こみにゅ亭楽時男・斉藤航・澤田真希・山口孝司・山本紗綺

ヴァイオリン演奏からソウル・ジャズとジャンルを超えた一夜。
主　催： MC-CLUB・もしも北海道
問合先： 011-271-2711　ロイトン札幌

北区 ROGA キャンドルナイト

日　時：6月21日（木）午後6時〜11時
場　所：	Cafe&Bar	ROGA	カフェアンドバー	ロガ
	 北）北7条西5丁目5
定　員：30名
参加費：未定
内　容： 店内をキャンドルで灯し、札幌を中心として活動され

るアーティストによるライブを開催
主　催： Cafe&Bar ROGA カフェバーロガ
問合先： 011-299-7559

中央区 札幌市役所　森の時間　
SNOW HOKKAIDO 竹あかり

日　時：6月21日（木）午後6時30分〜8時30分
場　所：	札幌市役所
	 中）北1条西2丁目
定　員：なし
参加費：無料
内　容： 今年で2回目となる札幌市役所聖火台前に優しく灯

る竹あかりで七夕の織り姫、彦星が年に1回だけ会え
る天の川の世界を作ります。夜のコンサート。

主　催： 森の時間　SNOW HOKKAIDO 竹あかり
問合先： 090-6877-7020

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21日（木）午後6時30分〜午後8時30分
	 ＊雨天時6月22日（金）
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： 一つ一つ心を込めた手づくりキャンドルの灯りを見つ

めながら、生の歌声を聞き、心身共に癒されるスロー
な時間をお約束します。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 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（木）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：約50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、ホテルのチャペルで「山木将平さん」のア

コースティックコンサートを開催します。キャンドルの
灯りの中で、ゆったりとお楽しみください。

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
2018☆

日　時：6月22日（金）	OPEN：午後7時／START：午後8時
場　所：	HIPPIES	SUSUKINO
	 中）南7条西2丁目4−10 リバーサイドビル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 SAPPORO
問合先： 011-556-5246

江別市 東日本大震災チャリティーライブ キャンドルナイト 
DE JAZZ in 江別 〜あなたと夜と音楽と〜

日　時：6月23日（土）午後4時〜5時40分
場　所：	江別インターナショナルスクール
	 江別市野幌代々木町56ー8
定　員：50名　参加費：1,500円（ワンドリンク付き）
内　容： キャンドルの灯りの中で、CMや映画でお馴染みのスタン

ダードジャズや、日本の曲をジャズアレンジでお届けします。
 Mayumi  with  Friends
 Mayumi （Vocal）/高島諭 （Piano）/片山沙知恵 （Bass）
主　催： 江別市民国際交流協会
問合先： 011-384-5583

豊平区 カンテレのゆうべ in kushukushu

日　時：6月29日（金）午後6時30分開場午後7時開演
場　所：	Stationery&cafe	kushukushu	
	 ステーショナリーアンドカフェクシュクシュ
	 豊）月寒東1条19丁目2−72 伸光ビル1階
定　員：10名　参加費：1,000円（ワンドリンクつき）
内　容： 北欧楽器のカンテレのライブ。
　　　　キャンドルの灯りの中で聞くなつかしくてどこか郷愁

を誘う音色に癒されてください。
主　催： Stationery&cafe kushukushu
問合先： 090-6870-1649

北区 ☆ボサノバサークル札幌キャン
ドルナイト2018☆

日　時：6月30日（土）	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：無料だが、飲食費は必要
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。
 ボサノバの生演奏を聴きながら、料理やお酒をお楽しみ下

さい♪【出演・進行】三浦俊一 
 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！
 ☆小さなお子様、ペット連れもWELCOME☆
主　催： HIPPIES SAPPORO　問合先： 011-839-3779

中央区 札幌市役所1Fロビー 森の時間
SNOW HOKKAIDO 竹あかりコンサート

日　時：7月4日（水）、7月5日（木）12時15分〜12時55分
場　所：	札幌市役所	1Fロビー
	 中）北1条西2丁目
定　員：なし
参加費：無料
内　容： 札幌市役所ロビーに灯した竹あかりコンサート。シン

ガーソングライター　エビナマスジ、朗読と笛、戎屋
聖一郎などの音楽をお楽しみください。

主　催： 森の時間　SNOW HOKKAIDO 竹あかり
問合先： 090-6877-7020
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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：7月4日（水）午後6時〜8時
場　所：	JICA北海道レストラン「地球こうさてん」
	 白）本通16丁目南4−25 JICA北海道（札幌）
定　員：特になし
　　　　※研修員の食事時間帯のため、込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：※最低一品のご注文をお願いしております。
内　容： 開発途上国から来た「研修員」の施設に併設されたレ

ストランで、ろうそくの灯を感じながら音楽を奏でて
みませんか？もちろん観客としての参加も大歓迎！

主　催： JICA北海道（札幌）　問合先： 011-866-8421

豊平区 森の時間　
カホン倶楽部と竹あかり

日　時：7月5日（木）午後7時〜9時
場　所：	Cafe	&	Pet	Hotel	Silly
	 豊）平岸3条16丁目1−32
定　員：10名
参加費：3,500円（飲み物、食事付き）
内　容： 竹あかりの灯の中で奏でる打楽器カホン倶楽部。み

んなで奏でるとその音と光の優しさを増す。講師：神
田直樹。倶楽部の後は、音楽談義とトランプゲーム。

主　催： 森の時間　SNOW HOKKAIDO 竹あかり
問合先： 090-6877-7020

豊平区 2018Candle Night Live in
春の味覚祭やきとり真

日　時：6月17日(日)午前11時30分〜夜まで（演奏14時〜
と18時〜の2回を予定）

場　所：やきとり真　豊）豊平3条13丁目1−15　
定　員：約30名　参加費：ワンオーダーお願いします。（ライブは、投げ銭）
内　容：やきとり真さん恒例の春の味覚祭とEAPのコラボ企画。キャンドルとアコー

スティックな音楽ライブ、美味しい焼き鳥と旬の料理とお酒と子供から大人
まで楽しめるお祭りです。フリーマーケットやキャンドル配布なども。出演
アーティストは、さっぽろキャンドルナイトホームページでご案内。

主　催： やきとり真、Earth Art Project Sapporo
問合先：earthartproject@gmail.com

中央区 Emily.K & Satoshi Takashima 
Duo Candle Night Live!

日　時：6月23日（土）Open	午後7時30分/Start午後8時
場　所：	Live&Dining	JAMUSICA
	 中)北四条西28丁目1−16 ラ・ワイスビルB1F
定　員：30名
参加費：予約2,000円/当日2,500円（別途drink代必要）
内　容： 【キャンドルナイト ライブ】 
 「Emily.K & Satoshi Takashima Duo Candle Night Live!」
 Emily.K（vo） 高島 諭（p）
主　催： Live&Dining JAMUSICA
問合先： 011-612-1900

北区 えま＆慧奏 キャンドルナイト
ライブ in みんたる♪

日　時：6月14日(木)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)北十四条西3丁目2−19  
定　員：30名
参加費：予約 2,500円/当日3,000円（各1ドリンク付）
内　容：天から舞い降りるような“声”と称されるヴォーカリストで

あり二胡奏者の「えま」と、ピアノをメインに民族打楽器な
ど様々な楽器を操る「慧奏」。淡路島から、みんたるへ。 

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 みんたるみんなの
オープンマイク♪

日　時：6月20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）北十四条西3丁目2−19
定　員：30名
参加費：★演奏者～1,000円（2ドリンク付）★見学者～飲食費
内　容： ・練習の成果をみてほしい
　　　　・違うジャンルの人のパフォーマンスをみてみたい
 歌・演奏・落語・読み語り・パフォーマンス、ジャンルは問い

ません。楽しい雰囲気の中で、自分を表現しましょう♪。
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

八雲町 やくもキャンドルナイト2018

日　時：6月16日（土）正午〜午後9時
場　所：	遊楽部公園
	 二海郡八雲町立岩359−13
定　員：1,000名　参加費：1,000円
内　容： 音楽、ダンス、映画、ライブペイント、木彫り熊、アイヌ刺

繍、竹あかり、ヨガ、ワークショップ、ファイヤーダンス、
スカイランタン、マルシェetc…。今年6年目となる、八
雲から世界へ発信する愛と調和の灯りのイベントです。

主　催： やくもターコイズ
問合先： 090-6125-0207

白石区 「キャンドルナイト協賛　特別メニュー＆
アート作品ギャラリー＆おたのしみ企画」

日　時：6月14日（木）〜7月7日（土）午前11時〜午後4時
	 ＊最終日は、営業時間変更予定です。
場　所：	NPO法人オーク会　「カフェ　れ・ぴゅーる」
	 白）本通4丁目北1−4コンツェルト白石1階（北門信金様隣）
定　員：未定　参加費：飲食費必要
内　容： ☆地球と人とお財布に優しい、キャンドルナイト協賛特別メ

ニューとイベントを企画中です！
 店内アートギャラリーコーナーの作品にもご注目ください。
主　催： NPO法人オーク会　「カフェ　れ・ぴゅーる」
問合先： 011-827-1215

厚別区 やわらぎ斎場厚別西 キャンドルナイトレストラン 
Bistro Chandelle　(ビストロ シャンデル）

日　時：6月17日（日）1部/午後6時、2部/午後7時
場　所：	やわらぎ斎場厚別西
	 厚）厚別西五条四丁目1−40
定　員：各部6組（1組2～4名でお願いします。）：2部制で開催
参加費：3,000円
内　容： シェフがひとさらひとさらお出しするコース料理〈全8

品〉を50％OFFでご提供いたします。優しい灯りのも
と、生演奏をBGMにスローな夜を過ごしませんか？

主　催： ㈱あいプラン・やわらぎ斎場厚別西
問合先： 0120-600-300

中央区 キャンドルナイト
ケーキバイキング2018

日　時：6月17日（日）午後5時〜9時30分
場　所：	札幌東急REIホテル　レストラン	サウスウエスト
	 中）南4条西5丁目1番地
定　員：180名
参加費：2,600円（税サ込）
内　容： 実演メニュー含むスイーツ全20品、軽食類12品に、自

家製のサングリアを含むフリードリンク付。（120分制）
主　催： 札幌東急REIホテル レストラン サウスウエスト
問合先： 011-531-1065

中央区 cocktail in

日　時：6月21日（木）〜7月8日（日）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：25名
参加費：不要だが、飲食費は必要
内　容： 国際バーテンダー協会認定バーテンダーによる貴方

だけの特別な一杯をキャンドルのスローで優しい灯
りの中でお作りいたします。な夜を。詳しくは、HPで。

主　催： Shot Bar Vecchio　URL：http://bar-vecchio.com/
問合先：メール info@bar-vecchio.com　FAX 011-513-6226

南区 八剣山
ストロベリー・キャンドルナイト

日　時：6月23日（土）午後7時〜9時
場　所：	八剣山果樹園山小屋内
	 南）砥山126番地
定　員：50名
参加費：2,500円（学生1,000円）1ドリンクと軽食含む
内　容： 八剣山果樹園で、MIHO YOKOO、宮本 尚、NAWATE　

HARUTAKAのライブ、中神治夫さんの一人語り芝居「山月記」、
地域の軽食、取れたてイチゴドリンクを一緒に楽しみましょう！

主　催： NPO法人八剣山エコケータリング
問合先： 011-596-2280

岩見沢市 【Bodhi Majholiの数秘術&
タロットカード占い】＠ぱんびーの

日　時：6月23日（土）午前11時〜午後3時
場　所：	パンとワインの店	PAN	VINO	ぱんびーの
	 岩見沢市上幌向北一条六丁目770−40
定　員：25名　参加費：1コマ（10分）につき1,000円 　
 ※複数人分をご希望の場合×人数分となります
 ※店内でのご飲食も可能（別料金）
内　容： ◆予約＆申込：1コマ10分、午前11時～15時の間で、ご希望の

時間帯をお申込み下さい。◆連絡方法：電話&FAX、E-mail、また
は、ぱんびーのFacebookページから　1）お名前と人数　2）ご
連絡先のお電話番号　3）ご希望の時間帯⇒第1～第3希望まで

主　催：パンとワインの店 PAN VINO
問合先： &FAX：0126-26-5582　E-mail:panvino215@gmail.com

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：2018年6月23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： キャンドルの明りの中で季節の食材をふんだんに

使った特別なディナーと、音楽と語り「しろまるさんの
おとぎよみ」をお楽しみください。

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

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17日（日）午前10時から午後3時頃
場　所：	豊平神社	境内
	 豊）豊平4条13丁目1−18 豊平神社 境内
定　員：なし　参加費：200円
内　容： “アロマがが選べるジャー（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）、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

白石区 落書きアートを楽しもう

日　時：6月21日（木）午後6時〜8時30分
場　所：	これからや隣
	 白）菊水3条1丁目6−12
定　員：なし（参加したい方は連絡を。）　参加費：無料
内　容： 築60年で傾きかけた古い雑貨店の外壁に、みんなで

なにかを書いてみませんか？暗くなったらキャンドル
ともして、夏至の夜に遊びましょう。落書き用のペンや
塗料は用意します。汚れても良い格好で来て下さい。

主　催： 環境友好雑貨店これからや
問合先： 011−812−4915

南区 本物のお花で作るハーバリウム

日　時：6月7日（木）〜7月7日（土）午後7時〜8時（ただし、店
休日（毎週月曜日）を除く	）

場　所：	体験型レストラン	定山渓らーめん忍者
	 南）定山渓温泉西4丁目377
定　員：各回5名（要予約）　参加費：大瓶が2,000円 小瓶が1,000円
内　容： 只今、大人気のハーバリウム(植物標本）の手づくり教室です。

キャンドルライトに美しく浮かびあがります。＊予約なしでの
ご来店の場合、材料がご用意できない場合がございます。

主　催： 体験型レストラン 定山渓らーめん忍者
問合先： 011-211-5701

恵庭市 ジェルキャンドル作り

日　時：6月17日（日）午後1時〜4時（最終受付）
場　所：	おうちカフェMayMe's（メイミーズ）
	 恵庭市上山口580−2（旧黒氏牧場内ログハウス）
定　員：なし（随時受け付け）
参加費：500円～、飲食費は有料
内　容： 夏至に灯すキャンドルを手作りしてみませんか？アイ

テムを組み合わせて透明なジェルを流し込みます。
固まるまで（約30分）カフェでお寛ぎください。

主　催： おうちカフェMayMe's
問合先： 0123-39-4233

厚別区 やわらぎ斎場厚別西 
やわらぎマルシェVOL.7

日　時：6月17日（日）午前10:00〜午後4:00
場　所：	やわらぎ斎場厚別西
	 厚）厚別西五条四丁目1−40
定　員：なし　参加費：無料
内　容： 年二回の恒例イベントのマルシェにキャンドルナイト

のテイストをプラス。作家さんの手づくり作品も販
売、飲食関係も充実。キャンドル制作体験も行います！

主　催：（株）あいプラン・やわらぎ斎場厚別西
問合先： 0120-600-300

西区 子ども向け星空観察会

日　時：6月14日（木）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・

曇天時は、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）

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16日（土）午前10時から午後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ロウソクをデコレーション。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： 090-3897-2817

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16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 『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16日（土）午後7時頃から1時間程度（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

東区 特別レッスン
「スタンディングピラティス」@BodySoul

日　時：6月21日（木）午後7時〜7時50分
場　所：	ピラティススタジオBodySoul
	 東）北十五条東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：会員540円、ビジター2,160円
内　容： 通常マット上で行うピラティスを立位で行います。スタン

ディングピラティスは下半身の正しいアライメントや筋
肉のバランスを整え、立位や歩行の姿勢を改善します。

主　催： ピラティススタジオBodySoul
問合先： 011-787-6700

白石区 100個のキャンドルヨガ

日　時：6月23日（土）午後6時（受付・着替え）、6時半〜7時半
（ヨガ）、7時半〜8時（お飲物と一息）

場　所：	珈琲淹リファインド　白）菊水八条二丁目2−45
定　員：10名　参加費：2,500円（ワンドリンク付き）
内　容： 100個のキャンドルが立ち並ぶ、やさしい灯りと炎の

揺らぎとマイナスイオンで最高の癒し空間を。講師/
Cafe yoga sapporo インストラクターMAI

 -持ち物-動きやすい服装/ヨガマット（レンタル数に限
り有。ご相談下さい。）

主　催： Cafe yoga sapporo　問合先： 011-825-9461
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さっぽろキャンドルナイト２０１7報告より（一部紹介）②

R E P O R T S

エクササイズ実行の基本である8つの
法則に基づいて、キャンドルの灯りの中
深い呼吸とゆっくりとしたエクササイズ
を行いました。

ピラティススタジオBODY SOUL

“スローフローピラティス”

バラエティーに富んだそれぞれの話の前後にはピアノが演奏され余韻が漂う。キャン
ドルの灯火のなかで、日常を離れて文学の世界に浸ったひととき。手作りお菓子等も
完売し、収益金（一部を除く）と寄付の合計60,000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。皆様のご協力に感謝いたします。

江別市民国際交流協会

東日本大震災支援チャリティーコンサート
朗読とピアノのキャンドルナイト in 江別

お店の常連さんにバイオリンの演奏をお願
いして地域のお客様、オーク会の皆さんとご
家族の方々が共に過ごす、アットホームで温
かいイベントになりました。

ＮＰＯ法人オーク会 カフェ れ・ぴゅーる

一日限りの夜営業　ミニ音楽会

足浴をしながら日本国憲法の前文を歌った
り、自民党の憲法改正案を朗読して話し合っ
たりしました。

hot cafe ほっぺた館

虹のしっぽ
     夕ぐれドキの足浴憲法朗読会

オープンマイクを開催 (*´∇｀)ﾉｼ みなさんの素敵な演奏とロウソクの光と共に過ごす日。電気を消して、スローな夜を過ごし
ました。最後はみんなで歌いました(○ ∀́` )ﾉﾞ素敵な夜に心ぽかぽかな夜でした。

cafe tone

cafe tone キャンドルナイト&
オープンマイク

午前・午後・夜の３つのイベントをまとめてキャンドルDay & Night
としましたが、イベント参加ではないフリーのお客様（カフェ利用の
み）にもキャンドルを配布しました。キャンドルナイトって何ですか？
とご質問いただき、趣旨をご説明することもできましたので、良か
ったです。 

おうちカフェ　MayMe’s

キャンドル Day & Night

電源を使わず演奏とうたを歌うLIVEにミュージシャン12名の方が参加
してくださり、幅広いジャンル、一台一台の個性あるギターの音色、静
寂の中素晴らしいライブでした。

CafeLiveBarVoice

アンプラグドキャンドルナイトライブ

キャンドル装飾は、今回で9回目となる小樽Jun’s Light 米澤氏当ホ
テルコーディネーターの小林氏のコラボレーション。ライブはホテル
開業35周年を記念して2人のアーティストが出演し、おおいに盛り
上がりました。

京王プラザホテル札幌　1Ｆカフェ「 デュエット」

PLAZA　CANDLE　NIGHT2017
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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。

北海道新聞社、札幌市時計台、札幌ヤクルト販売株式会社、一般財団法人札幌市環境事業公社、さっぽろ東急百貨店
モエレ沼公園、札幌トヨタ自動車株式会社、株式会社札幌丸井三越、美和電気工業株式会社北海道支社、北海道信用金庫
札幌駅総合開発株式会社（JRタワー）、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、株式会社旭堂、北海航測株式会社

富士通エフ・アイ・ピー株式会社北海道支社、株式会社北洋銀行、札幌エルプラザ公共4施設、札幌市測友会
イゼッチハウス北海道株式会社、環境省北海道環境パートナーシップオフィス、NECソリューションイノベータ株式会社北海道支社

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 〉

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

★6月21日（木）
　午後6時30分～8時45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。
※キャンドル配布（数量限定）

レストランにしかわ
中央区

★6月21日（木）
　午後5時～8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
厚別区

★6月21日（木）
　午後5時～8時
西）琴似2条1丁目1－5JR琴似駅高架下
011-640-3064

びっくりドンキー琴似店
西区

★6月21日（木）
　午後5時～8時
北）新琴似7条1丁目2番32号
011-700-2216

びっくりドンキー麻生店
北区

★6月21日（木）
　午後5時～8時
東）北22条東8丁目3－1
011-750-2921

びっくりドンキー美香保店
東区

★6月21日（木）
　午後5時～8時
小樽市港町5－4
0134-21-2227

びっくりドンキー小樽運河店
小樽市

★6月21日（木）
　午後5時～12時
中）南5条西2丁目8番10号
　  氷雪の門地下1F
011-520-7621

びっくりドンキーすすきの店
中央区

★6月21日（木）
　午後5時～8時
白）中央2条6丁目10－1
011-860-8850

びっくりドンキー白石中央店
白石区

★6月21日（木）
　午後5時～8時
南）石山1条9丁目486－1
011-592-7777

びっくりドンキー藤野店
南区

★6月21日（木）
　午後6時～10時
中）南7条西11丁目1281－3
011-520-1145

ぺぺサーレ石山通り店
中央区

★6月21日（木）
　午後6時～9時
中）北5西7丁目2番地1京王プラザホテ札幌1F
011-271-3203

京王プラザホテル札幌1F
カフェ「デュエット」

中央区

★6月21日（木）
　午後8時～午前3時
中）南三条西5丁目 F-DRESS五番街BLD 8F
011-272-7878

SUNTORY BAR STYLISH D
（サントリーバースタイリッシュディー）

中央区

★6月21日（木）
　午後5時～8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
中央区

キ ャ ンド ル ナ イト
イ ベ ント

E V E N T

朗 読・落 語・映 画・そ の 他

南区 愚亭ななくさ寄席

日　時：6月23日(土）午後6時30分より
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： 毎年開催しています。キャンドルの灯りの中で催される

落語あり、マジックあり、そして美味しいおにぎり付き
主　催： 愚亭ななくさ
問合先： 011-573-0577

中央区 キャンドルナイト特別企画『今日という
日は贈り物』〜朗読とギターのゆうべ〜

日　時：6月21日（木）午後8時〜9時（開場：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
定　員：20名　参加費：1,500円（税込 1ドリンク付き）
内　容： 開催中の展覧会「ポンのり子　夢あそぶエニグマティコ」の

世界観に合わせてお贈り致します。
 朗読/つぼいけいこ　ギター/三谷良典
 内容/メキシコ・ミステカ族のお話（竹田 鎮三郎さく・え）ほか
主　催： CAFE ESQUISSE　問合先： 011-615-2334
備　考： 展覧会は、6月7日（木）～7月3日（火）まで（水曜定休、6/12は臨時休業）

中央区 らる畑のキャンドルナイト
〜宮沢賢治を読む〜

日　時：6月30日（土）午後5時30分〜6時30分
場　所：	らる畑2軒隣	風の音治療院内
	 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： 毎年キャンドルに囲まれたゆったりとした空間で朗読

会を開催しています。 今年は宮沢賢治の作品よりセ
レクトします。（朗読 西山美紀子）

主　催： らる畑
問合先： 011-614-2406

南区 虹のしっぽ　足浴朗読会

日　時：7月1日（日）午後5時〜8時
場　所：	虹のしっぽ
	 南）簾舞4条3−4−25
定　員：10名　参加費：1,500円（飲食費込）
内　容： 東日本大震災から7年。福島県いわき市「いわきを

変えるゾ市民の会」が纏めた『伝える　それぞれの
3.11…その後』（非売品）を読み、ほっこり足浴しつつ
語る会を開きます。

主　催： hot cafe ほっぺた館
問合先： 011-206-0804

中央区 キャンドル☆ポエム★
ささやかナイト

日　時：6月22日（金）午後6時45分〜8時45分
場　所：	さっぽろ自由学校「遊」教室　
	 中）南1条西5丁目 愛生舘ビル5階 501
定　員：20名　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、自作の詩、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。もちろん聞
くだけでもOK。

 ◇お手元にキャンドルがありましたら、お持ちください。
主　催： さっぽろ自由学校「遊」　問合先： 011-252-6752

東区 キャンドルナイトde映画上映会

日　時：6月16日（土）午後5時30分〜9時
場　所：	東区民センター「ライラック」
	 東）北11条東7丁目
定　員：25名
参加費：500円（飲食希望者は、実費にて）
内　容： 「福島六ヶ所未来への伝言」の上映と「福島の子ども

たちを守る会」からお話・仲間たちの絵本や紙芝居の
ゆるやかな時間を通して何かを感じてもらえたら…

主　催： あすらんと仲間たち
問合先： 011-374-6258

江別市 映画「生きとし生けるもの」
上映会&監督トーク

日　時：6月16日（土）①午後4時〜5時30分、トーク	午後5時
40分〜（30分程度）、②午後6時30分〜8時

場　所：	江別市野幌公民館　江別市野幌町13−6
定　員：100名　参加費：無料
内　容： 北海道の大自然の生き物たちの姿を臨場感たっぷり

に映し出していくドキュメンタリー。北海道在住の写
真家・今津秀邦が初監督を務め、約5年の歳月をかけ
て完成させた。

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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