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気になるところにはこちらからアクセス！
《100万人のキャンドルナイト・ヤマナシ2010夏至》を楽しもう！！

山梨全域 サノケン 夢追いシンガーソングライター

　　： 風水的健康住宅 055-242-2215

富士五湖 本栖湖いこいの森キャンプ場 キャンプ場　カヌースクール 0556-38-0559

甲州市（勝沼町） パンテーブル 天然酵母ぱん 0553-44-5488

キラリ☆塾 学習塾 0553-33-5150

山梨市 cafe A.E.L MARKET カフェ

笛吹市石和町 メキシコ飯店マパ 飲食店 055-261-3080

甲府市 080-5680-5564

　　： ちろりん村 飲食店 055-252-9039

　　： Cafe & Bar 055-254-6010

　　： 窪田自動車鈑金塗装工場 鈑金・塗装・整備・車検 055-237-3609

　　： 五味醤油株式会社 味噌

　　： ケーキ・スイーツ

　　： 整体屋 整体

　　： キャンドル製作・販売・ﾚﾝﾀﾙ

　　： カフェ 055-253-7273

　　： Cafe-bar

　　： 055-268-2332

カテゴリ お問合せは？ ネット検索は？

<サノケン>

(株)あつこデザインスタジオ <あつこデザイン><風水師あつこ>

<本栖湖いこいの森キャンプ場>

<勝沼パンテーブル>

　　：    (塩山) <塩山キラリ☆塾>

0553ｰ23ｰ6165　
http://www.ael-market.com

<cafe a.e.l market>　　

<http://www4.ocn.ne.jp/~mapa/>

cafe　deux(カフェドゥ） cafe　Bar <cafe　deux>

<ごはんバー　ちろりん村>

如月cafe <如月cafe>

<甲府　窪田自動車>

yamagomiso@coast.ocn.ne.jp <ごみちゃん日記>

SWEETS OHANA 　　　　　　　　　　
スイーツ オハナ

055-253ｰ0305　
cake@sweetsohana.com

<sweetsohana.com>

055-251-9101　
info@seitaiya.net

<甲府市整体屋>

Chu-Buru-DECO info@chu-buru-deco.com <Chu-Buru-DECO>

DOux CAFE(ドゥカフェ) <DOux CAFE>

freebar-d 080-1022-6352(店長ノザワ) <http://www.freebar-d.com/>

pamonirupuffーパモニルパフー 雑貨･cafe･美容室 <パモニルパフ>

http://www.ael-market.com/
mailto:yamagomiso@coast.ocn.ne.jp
mailto:cake@sweetsohana.com
http://www.freebar-d.com/


気になるところにはこちらからアクセス！
《100万人のキャンドルナイト・ヤマナシ2010夏至》を楽しもう！！

甲府市 パン販売　カフェ 055-252-6690

　　： 吟遊詩人　宇郷尽 アーティスト 070-5568-4960

　　： ライトダウン甲府バレー実行委員会 ライトダウン 055-254-8159

　　： わじあじあ 055-237-2133

カムイ 双葉響ケ丘店 カー用品 0551-28-8228

Yard Works 空間デザイン <Yard Works>

富士川町 いきいき村 農産物及び自然食品

とんかつ かつ金 飲食店 055-284-1929

　　　　： カムイ 甲西店 カー用品 055-284-0484 ＜カムイ 甲西＞

コーヒーショップ　ジョージ 喫茶店 055-284-6339 ＜コーヒーショップジョージ＞

　　　　： HANDMADE ZAKKA

　　　　： おへそのおともだち 手作り作家さん達の店 055-283-0688

韮崎市 お～くぼ食堂 飲食店 0551-22-9898 ＜くぼ食＞

　　： おちゃのじかん カフェ 0551-25-2321 ＜おちゃのじかん＞

　　： ゲストハウス空穂宿 ゲストハウス 0551-21-2560

　　： 自然と共に看護する

北杜市明野町 カフェ 0551-25-4053

　　　： はたけ

北杜市白州町 0551-35-3146

カテゴリ お問合せは？ ネット検索は？

Pied nu　ピエヌ <ピエヌ パン>

<養生庵><吟遊詩人>

<ライトダウン甲府>

雑貨屋＆CAFE <わじあじあ日記>

甲斐市(双葉) <カムイ 双葉響ケ丘>

    ：    (竜王)

090-3238-9940(井上) <いきいき村　富士川町>

南アルプス市(甲西) <山梨 かつ金>

南アルプス市(白根)

Rin＊Rin <http://ameblo.jp/rinrin-man/>

<http://ameblo.jp/ohetomo/>

<空穂宿>

白衣を着ない森のナース                
ふしみまあや。

090-7174-7112　
morino-nurse@softbank.ne.jp

＜森のナースふしみまあや。＞      <
http://ameblo.jp/mayamammy/>

cafeくじらぐも <くじらぐもびより>

にゃんだぁらんど(NDL) 0551-22-9898 お～くぼ食堂★ <にゃんだぁらんど　はたけ>

森のカフェレストラン灯鳥potori 飲食店(オーガニックカフェ＆シ
ョップ)

<http://potori.net>

http://ameblo.jp/rinrin-man/
http://ameblo.jp/ohetomo/
mailto:morino-nurse@softbank.ne.jp
http://ameblo.jp/mayamammy/
http://potori.net/


気になるところにはこちらからアクセス！
《100万人のキャンドルナイト・ヤマナシ2010夏至》を楽しもう！！

北杜市白州町 Rural 洋服 <Rural><peace high studio>

　　　： イベント 090-4009-6811

　　　： 白州花壇 造園　植物 0551-35-4220

北杜市小淵沢町 フィリア美術館 美術館

　　　： 小淵沢ペンション振興会 ペンション 0551-36-3826

北杜市高根町 cafe 0551-47-6065

　　　： 美容室

ロウソクのひかりで子どもに絵本を読んであげるのもいいでしょう。しずかに恋人と食事をするのもいいでしょう。

ある人は省エネを、ある人は平和を、ある人は世界のいろいろな場所で生きる人びとのことを思いながら。

プラグを抜くことは新たな世界の窓をひらくことです。

それは人間の自由と多様性を思いおこすことであり、文明のもっと大きな可能性を発見するプロセスであると私たちは考えます。

カテゴリ お問合せは？ ネット検索は？

info@rurallife.jp

森(木水土)カフェ <もりカフェ　山梨><べるが　山梨>

<白州花壇>

0551-36-4221　
ph90@peach.ocn.ne.jp

<フィリア美術館>

<八ヶ岳　小淵沢　ペンション>

engawa cafe <engawa cafe 山梨>

美容室みどりLoveEarth 0551-47-4187                           
(育児休暇につき8月より)

<http://ameblo.jp/midori-loveearth/
>

キャンドルナイト・ヤマナシWEBサイト ☆mixiコミュニティ　＜キャンドルナイトヤマナシ・山梨＞　　コミュ参加大歓迎！

☆キャンドルナイトヤマナシ★2010夏至　共同チラシ　　コチラからも見れます　　
http://candlenightyamanashi.web.fc2.com/

私たちは100万人のキャンドルナイトを呼びかけます。　　夏至・冬至、夜8時から10時の2時間、みんなでいっせいにでんきを消しましょう。

一人ひとりがそれぞれの考えを胸に、ただ2時間、でんきを消すことで、ゆるやかにつながって「くらやみのウェーブ」を地球上にひろげていきませんか。

でんきを消して、スローな夜を。100万人のキャンドルナイト。 

＜100万人のキャンドルナイト公式サイトよびかけ文より＞

mailto:info@rurallife.jp
http://ameblo.jp/midori-loveearth/
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