
「縁活」は、市民活動団体・
地域の皆さん・ボランティアと

百貨店がいっしょに、楽しくて、

社会をちょっと良くする活動を

行なう、百貨店初の取り組みです。
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一本の枝を切り分けて、その断面に絵の具や木
の実などを使って家族の似顔絵を描きます。家
族の顔を思い浮かべながら、自分たちだけの小さ
な木の家族をつくりましょう。簡単な作業なので
お子様にも楽しんで頂けます。

体験 所要時間 30~60分

材料費1,000円 ？ facebook: 「穂積製材所プロジェクト」で検索
Mail: info@hoz-pro.org当日随時受付

街ステーション7F

各プログラムに関するお問い合わせ・お申し込み
中面にあります各プログラムの問い合わせ先までご連絡ください。

縁活、街ステーションに関するお問い合わせ
あべのハルカス近鉄本店 縁活運営事務局
address :
TEL/FAX :

MAIL :

WEB :

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-11 新和興産ビル503
06-4305-4710
k-garden@studio-l.org
http://www.en-katsu.info

※ 価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。
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あべのハルカス
近鉄本店

・ 近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅
・ JR天王寺駅
・ 地下鉄谷町線、御堂筋線 天王寺駅
・ 阪堺上町線 天王寺駅前駅

交通のごあんない
アクセス

あべのハルカス近鉄本店  〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43

地2階～3階は朝10時→夜8時30分、4階～11階は朝10時→夜8時
「ソラハ（ウイング館地2階・2階～4階）」は朝10時→夜9時

12・13・14階レストラン街「あべのハルカスダイニング」は朝11時→夜11時、

地2階「あべの市場食堂」は朝10時→夜10時 ※一部営業時間の異なる喫茶・レストラン等がございます。

営業時間のご案内

縁活レポート
R

脳が若返ってます～シナプソロジー体験
「脳の活性化エクササイズ シナプソロジー体験」にお
邪魔しました。「シナプソロジー」とは、五感を刺激しな
がら、身体を動かして、脳を活性化させることを目的と
したプログラムです。拍手とか足踏みなどの動作と数
字や花の名前など言葉の簡単な組み合わせですが、同
時に動く・話すと大混乱。「混乱する方が脳は働いてる
んです。上手くできなくても大丈夫」と指導してくださる
「こころ・からだ・すこやか体操企画」の石井誠先生。印
象的なのは、体験中、ずっと笑いが絶えないこと。初め
て会った参加者が自然に声を掛け合います。みなさん
も楽しく脳を活性化しませんか。
（まつい）

縁活プログラムのレポートは
「CSR Reporter Blog」に
掲載しています。

http://csr-reporter.net/

縁活ギャラリーは、各階ともにタワー館西エレベーターそばにあります。

4F NPO法人まち・すまいづくり「うえまち新聞拡大版展」

5F
～3/3（火）「人形浄瑠璃展」

縁活事務局3/12(木)～3/17(火)「縁活パネル展」

洒落小路3/19(木)～3/31(火)「～Spring～ 作品展」

春の里山のめぐみを体験しよう！
桜まつり＆「マイきのこ」作り
NPO法人 里山倶楽部
3月はキノコ栽培のシーズンです。里山の原木から「マイき
のこ」を育ててみませんか。また4/5（日）に南河内郡河南
町で開催される「桜まつり」にあわせて、桜マップ・桜の草
木染め・桜アンブレラ・桜チップ・桜の枝クラフトなど桜三
昧の展示販売も行います。ぜひ春の里山を楽しみにきてく
ださい！
展示 10：00～20：00 / クラフト 13：00～17：00

マイきのこ作り：500円 ？ Mail: sasayuri@satoyamaclub.org
Tel: 072-333-0309

体験・展示
当日随時受付

街ステーション7F

3/20（金）・21（土・祝）・22（日）

木と友だちになろう！人と木の遊び場
きとひろば
NPO法人 木育フォーラム
間伐材ヒノキでつくるデコストラップ作りや、本格
的な木工機械を使って作るコマ作りなど、木の温
かさに触れてものづくりを楽しめるワークショッ
プを多数開催します。木の良さを知ってもらい、
木と友だちになってもらえたら嬉しいです。

100円～500円 ？ HP: http://www.mokuiku.org
Tel: 06-6115-6919

体験
当日随時受付

街ステーション8F

3/21（土・祝）・22（日）

3/15（日） 10：00~17：00
（最終受付16：00）

11：00~
17：00

？
HP: http://niwa-plus.net
Mail: gurimu.wada@gmail.com
Tel: 072-956-5622

今日から始まるGarden Life
古材でつくるあなただけの一鉢
ニワプラス

使わなくなった木材に、少し手を加えてあげると、
とても素敵なアイテムへと変化します。
古材に多肉植物を植えて、あなたらしい寄せ植え
を作ってみませんか？
①13：00～ ②15：00～ （全2回）　

街ステーション7F

体験 所要時間 90分

1,500円

3/28（土）

各8名 要事前予約
（当日参加も可）

縁活WALL GALLARY

15名 1,000円

手作りする喜び、体験してみませんか？
こぎん刺しのリング
スウリル

青森県津軽地方の伝統刺繍｢こぎん刺し｣の体
験。図案は3種類の中からお好きな模様、お好き
な色糸を選んで刺繍していただき、直径1.8cmの
可愛らしいリングに仕上げます。基本は並縫い
で、リングのサイズはフリーサイズです。

街ステーション6F

体験 所要時間 90分～

3/8（日） 10：00~17：00

当日随時受付
（予約も可）

HP: http://sou-rire.petit.cc/
Mail: sou-rire@bab.petit.cc？

先着30組

あべのハルカス1周年
花咲く誕生祭

「縁活」は、百貨店内にある「街ステーション」を舞台に、市民活動団
体と地域の皆さんが、楽しくて日々の暮らしや地域、そして社会を
ちょっとよくするプログラムを展開する百貨店初の取り組みです。
2013年6月から、館内6ヶ所の街ステーションで日々たくさんのプ
ログラムを開催しています。現在約270の市民活動団体が登録し、
約150名のボランティアとともに活動をしています。「縁活」の対象
となるのは、市民活動に携わっている方・団体および行政、ならび
に社団法人・学校法人などの公共性の高い団体が主催する活動で
す（ただし営利活動をのぞく）。参加の条件など、詳しくは以下の
ウェブサイトをご覧ください。

　   http://en-katsu.info/entry/

参加団体募集中参加団体募集中

魅力を引き出すベースカラー
クリエイティブ プロジェクト

婦人服「バラ色の暮らし」と化粧品「レイコカヅ
キ」とのコラボ企画！ベースカラー診断を受けて、
似合う洋服とメイクを見つけませんか？花咲く春
を素敵に迎えましょう。期間中診断された先着
300名のお客様へコーディネイトに役立つミニ
ブックをプレゼント♪

？

街ステーション5F

体験 講座所要時間 15分

当日随時受付 無料 Mail: info@springcolor.net

3/6（金）~8（日）10：00~
18：00

「百貨店売場」×「縁活」コラボ企画

「みんなで作ろう はなのハルカス」

「参加してみよう！縁活プログラム」

3月7日、あべのハルカスは1周年をむかえます。「縁活」で
は、みなさんと一緒に花いっぱいの手づくりハルカスでお
祝いすると共に、「縁活」の魅力を体感できるプログラムを
実施しますよ！

「2ｍのあべのハルカス」の組み立てや色塗りをし
ます。本体づくりがとっても大切！みんなで準備
しよう！

準備編   本体をつくろう

3月1日（日）13:00～18:00
タワー館7階街ステーション

3月5日（木）～11日（水）
タワー館7階街ステーション

お花や木といった自然素材やエコ素材を使って、
高さ2ｍのあべのハルカスとあべのの街をつくります。
準備編・本番編、どちらかのみの参加でもOKです。
協力：A-yan!!関西をアートで盛り上げるNPO、NPO法人里山倶楽部、
NPO法人ふれあい広場コスモス、NPO法人もく(木)の会、NPO法人木育フォーラム、ニワプラス

あべのの街にある建物づくりや「2ｍのあべのハ
ルカス」の飾り付けをします。みんなの力を合わ
せて、あべのの街を完成させよう！

本番編   まちをつくろう

3月7日（土）、8日（日）11:00～18:00
ウイング館8階街ステーション

？
縁活に参加している市民活動団体やボランティア
チーム、そして縁活のこれまでを紹介します。縁
活を知っている人、そして知らないあなたへも、
縁活の魅力をお届けします！
縁活事務局×CSRボランティアチーム

みんな知ってる？縁活とは

切る・塗る・貼るの簡単工作
森の材料でミニ家族をつくろう！
穂積製材所プロジェクト

木と森と植物にふれよう

まちのブンカ会議
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プログラムガイド 定 員 申込方法 参加費 ？ 申込・問い合せ先

6F タワー館6階 街ステーション

ウイング館5階 街ステーション5F

8F ウイング館8階 街ステーション

7F タワー館7階 街ステーション　　9F タワー館9階 キッチンスタジオ（街ステーション）

B2F ウイング館B2階 街ステーション

チンチン電車が近鉄百貨店を走る
チンチン電車に親子で乗ろう
NPO法人 地域生活ネットゆっくりっくかわちながの
共働事業所「かすみ荘」 
懐かしの路面電車が、LRT（次世代型路面電車システム）
として注目されています。近鉄百貨店前を走る阪堺電気鉄
道にもLRTが導入されました。今回、街ステーションに江
の島電鉄の4連接車両を模したミニ鉄道がやってきます。
楽しく乗車していただき、力強く小回りができるLRTの優
秀性を学んでみませんか？
・親子割引（未就学児と保護者が1両に同乗する場合）300円

1名：200円
親子割引：300円 ？

facebook: 「美加の台鉄道」で検索
Tel: 090-6552-3706 当日随時受付

街ステーション8F

2/28（土）・3/1（日）11：00~
15：00

体験・展示・観賞 所要時間 10分

10名

スパイスを効かせよう！
糖尿病の食事を楽しくする料理教室
農と美の研究会
低カロリーでも美味しくて楽しめる料理を、関西の料
理人が実演。お召し上がりいただきながら、糖尿病や
ダイエットのための料理について学びます。今回はス
パイスを活用し、ヘルシーでもしっかりとした味を出す
方法についてです。
講師：フードコーディネーター 佐川 恵美
協力：金山内科クリニック、関西医科大学附属滝井病院

3/1（日） 13：30~15：30

？ Mail: naka@komedouraku.com3,500円

体験 所要時間 120分

キッチンスタジ
オ（街ステーショ

ン）

9F

要事前予約

街ステーション7F 元気回復！笑いヨガ
あべのハルカスから
笑顔をつなぐ笑いヨガ 
どこでも笑い隊ラフターヨガクラブ
「笑はなくても良いですよ！」から始まる笑いヨガ
「ハハハハ！」としっかり息を吐く笑いの体操で
たっぷりと酸素を取り入れ健康と活力を実感して
いただきます。水分をお持ちくださいね。体験 所要時間 75分

？ Blog: http://ameblo.jp/emi9393/
Mail: emipon9393@yahoo.co.jp  Tel: 090-5645-5573

要事前予約
（当日参加も可） 500円

3/12（木） 10：30~11：45

市民の技術で生まれたアプリを試そう！
大阪から考えるCivicTech
アプリ体験会
大阪から考えるCivicTechアプリコンテスト運営事務局
「大阪から考えるCivicTech（シビックテック）」とは、大阪
の地域課題解決に役立つアプリを市民自らが開発すると
いう大阪市のプロジェクト。今回はそこで生まれたアプリ
の説明・体験会を行います。市民の手で作られた“お役立
ち”アプリに触れて、「シビックテック」という新しい行政参
加の可能性を感じてください。

街ステーション6F

？ HP: http://civictech-osaka.jp
Tel: 06-6208-9833（大阪市市民局）

体験・展示 所要時間 10分

当日随時受付 無料

心の声を言葉にして気づきの一歩
ibマッピング体験会
SNBリラクゼーションマッピング

1つのテーマから対話形式で私たちが質問してい
き、言葉を文字にしていきます。複雑になりがち
な自分の思考を整理してココロの中をスッキリさ
せてみませんか。お会いできるのを楽しみにして
います！

街ステーション6F

体験 所要時間 30分

この春、あなたもベストカラーで輝きましょう☆
パーソナルカラー診断
ファッションアドバイス編編
happiness
自分の肌や髪や瞳の色にあった、あなたのパーソナル
カラーをドレーピングで簡易診断致します。自分に似
あうColorの特徴（色味・明るさ・清濁等）を知り、あ
なたにあった自分力アップの色づかいをワンポイント
アドバイスさせて頂きます。（男性もOK）体験 所要時間 15分

当日随時受付 ？パーソナルカラー簡易診断
（ドレーピング）：500円　

HP: http://happiness-color.jp
Mail: himawari-masumi@softbank.ne.jp

街ステーション6F

3/14（土） 13：00~17：00

あなたの血管年齢や骨密度！大丈夫ですか？！
セルフ健康チェックを受けてみませんか
NPO法人 健康ラボステーション
ご存知ですか？厚生労働省の調べでは、生活習慣病
が原因となる死因が、死亡全体の6割以上を占めてい
ます。血管が硬くなったまま、血流が悪くなったままで
放っておくと、生活習慣病のリスクが高まります。まず
はご自身の血管や血流の状態を測ってみては？また、
病院で血液検査はしても、骨密度を測る機会って、な
かなか無いのでは？

街ステーション7F

？
HP: http://kenlab.net/
Mail: info@kenlab.net
Tel: 06-6948-5133

健康測定 所要時間 各5分

当日随時受付 血管年齢測定：300円 血流測定：300円
骨密度測定：500円

3/14（土） 11：00~17：00

3/5（木）・19（木）10：00~
13：00

要事前予約（当日参加も可） 無料 ？ Mail: s.n.b.rs.130609@ezweb.ne.jp
Tel: 090-6203-0609

科学好きのチビッコ集まれー！
かがく de ワク！ワク！
「おもしろ・こうさく・きょうしつ」
てんもんぶ
身近な材料や道具を使ったとっても不思議で楽しい
科学工作・実験教室です。スタッフがマンツーマンに近
い形で工作の手順や実験の方法を指導させていただ
きますので、小さなお子さまからご参加いただくことが
できます。皆さまのお越しをお待ちしてま～す(^o^)/

500円 ？ HP: http://tenmonbu.com/  Mail: info@tenmonbu.com当日随時受付

街ステーション8F

体験 所要時間 30分

3/14（土）・15（日）10：30~
17：00

身体もココロもキレイをサポート！
素敵な女性になるための
美セラピー
Heart+Drop / Luchuna
「耳から美と健康と癒しを…」耳を刺激して心身共
にケアサポートを行なうイヤーセラピー、もって生
まれた数字とカラーから導かれる運気をお伝えす
る数秘＆カラー。身体もココロもキレイをサポー
ト！素敵な女性になるためのヒントが見つかる美
のセラピー♪

当日随時受付 ？

街ステーション5F

3/15（日） 13：00~17：00

体験 所要時間 10分～

500円～ HP: http://heartdrop.net  Mail: heartdrop@me.com

簡単なチェックシートとカウンセリングで
本当の自分を知りましょう！
性格診断と無料カウンセリング「傾聴屋」
関西プロボノの会KICOKA33（キコカサンサン）
悩んでいるというほどではないけれど、誰かに何か話した
い。聞いてほしい。そんなとき、ありませんか？私たち
KICOKA33（キコカサンサン）があなたのお話をおうかが
いします。簡単なチェックシートで本当のあなたの特性を知
ることができる「エゴグラム」性格診断と無料カウンセリン
グです。ぜひ、お気軽におこしください。お待ちしています！

街ステーション6F

？ Mail: kicoka33@gmail.com

体験 所要時間 15～30分

当日随時受付 無料

3/15（日） 13：00~17：00

街ステーション5F 食べられる素材だけを使う！
しわ・しみ予防と対策セミナー
農と美の研究会

今年も紫外線が気になる季節がやってきました。
しみ・しわにも紫外線対策は重要な要素。食べら
れる素材だけを使って、しみ・しわの予防と対策
を考えます。
講師：日本エディブルスキンケア協会代表 よこいあつこ体験 所要時間 60分

？ Mail: naka@komedouraku.com

3/18（水） 13：30~15：30

要事前予約
（当日参加も可） 1,500円10名

街ステーション5F はじめよう  足から健康づくり！
フット・コンディショニング 足圧・足育
NPO法人 シニアライフ応援協会 
運動不足や不適切な靴により、足は外反母趾や偏
平足、浮指などの変形を招き、大地を掴み、蹴り、
衝撃吸収する機能を十分に果たせなくなります。
フットビューによる足圧加圧測定でチェックし、フッ
ト･エクササイズなどにより足趾・足・足関節の機能
を回復させ、身体の芯から元気になりましょう。

？ HP: http://enjoy-senior.com/

3/21（土・祝） 13：00~17：00

500円20名

体験 所要時間 30分
足圧測定＋個別指導

当日随時受付

手作りする喜び、体験してみませんか？
こぎん刺しの小さな裁縫箱とブリザ•ドライフラワー
のコンポートアレンジメント手作りワークショップ
スウリル and レーヴ・ドゥ・ヴィオレット
裁縫箱…こぎん刺しの図案を見ながら刺繍し、小さな裁縫
箱を仕上げます。基本は並縫いで、お好きな糸をお選びく
ださい。2×5.5×2cm、付属で糸切りバサミ、糸、針など。
コンポート…花材を選び、アンティークなコンポートにアレ
ンジメントを作ります。仕上げにアロマで香り付け。簡単な
フラワーアレンジが身に付きます。高さ16、直径18cm。
（受付10：30～/13：00～15：00｠各4名ずつ）

街ステーション6F

体験 所要時間 120分～

3/21（土・祝） 10：00~17：00

裁縫箱 8名 
コンポート 8名 

要事前予約
（3日前迄の受付）

裁縫箱：2,000円
コンポート：2,500円（袋付き）

HP: http://sou-rire.petit.cc/
Mail: sou-rire@bab.petit.cc？

街ステーション8F 別れと出会いの始まりに想いを込めて。
手づくり♪ざくざく 展示＆体験会
Color Blocks
カラブロも2年目。皆様に各講師をもっと知ってい
ただきたいので、3月は講師の作品展示会と日替
わりの体験会を開催いたします。お祝いやお別れ
のプレゼントにキラリと光る手づくりプレゼントや
思い出を形に残すアルバムを作ってみませんか？
最終日の展示は15：00まで
協賛：（株）サクラクレパス 大阪メモラビリアート事業部

体験・展示 所要時間 10～30分

？ facebook: 「カラーブロックス」で検索
Mail: hamane@cat.zaq.jp

当日随時受付
（一部事前予約もあり）

500円～
1,500円

3/23（月）~25（水）10：30~
18：00

デパなかホッとステーション
第16回 あんしん相続相談会 
～充実したシニアライフのために～
相続あんしん支援センター
いつかは起きる相続、その準備について、疑問や
関心のある方を対象に相続のプロが個別相談を
行い、知識を深めていただきます。円滑、円満な相
続が進むようなお手伝いを提案し、皆様に「あんし
ん」を届けていく活動を広げていきます。

街ステーション6F

？

体験 所要時間 30分

当日随時受付 無料 Tel: 06-6105-5679

3/28（土） 13：00~16：00

街ステーション6F あなただけの色と石でつくるLuckyアイテム♪
syukaの天然石Happyワークショップ
Iro to ishI
たくさんの種類の天然石から直感で選んでつくります☆
【7つの石】でつくるチャーム。【2つの石】or【8つの石】で
つくるサンキャッチャー。石の配置をデザインし、選んだ石
をワイヤーに通して仕上げます。最後には、あなたが選ん
だ色と石からのメッセージをお伝えします♪
※サンキャッチャーとは・・・太陽の光から生まれる虹を生活に取り込む
インテリア。日照時間の少ない北欧で窓辺に飾り楽しまれてきました。
①10：30～ ②13：00～ ③15：00～ （全3回）

各4名 ？要事前予約
（当日参加も可）

チャーム：1,000円
サンキャッチャー：2,000円～
（タイプ別価格あり） 

facebook: 「syuka７色Room」で検索
HP: http://syuka721.meblog.biz/

体験 チャーム20分
サンキャッチャー 60分
※「２つの石」を選ぶタイプ（約２０分）

3/29（日）

桜咲く、笑顔のあなたに春が来る
アマチュア女性落語会 Vol.10
アマチュア女性落語会（あまらく）

暖かい風と桜前線に乗って、お笑いパワーがやっ
て来る！アマチュア女性落語家が集まってスター
トした「アマチュア女性落語会（あまらく）」もつい
に10回目をむかえました！記念すべき10回公演
で、暖かい風が吹き始めた阿倍野の街に笑いの
花を咲かせましょう。

街ステーション7F

？ Mail: nakagawa@zoi.co.jp

観賞 所要時間 90分

当日随時受付 無料

3/29（日） 15：00~16：30

3/1（日） 11：00~17：00

親子であそぶ  体幹エクササイズ
WARAリズム
WARAリズム普及委員会
赤ちゃんが喜ぶ「ふれあい遊び」と「運動」を融合し、
わらべうたをダイナミックな「からだ遊び」にアレン
ジ。親子で楽しく体を動かしながら、コミュニケーショ
ンを深めます。さらに！子育てしやすい健康で美しい
ママの体つくりをしっかりサポートします。
対象：おすわり期～たっち期
服装：動きやすいパンツスタイル・バスタオル1枚　

街ステーション7F

？

体験 所要時間 60分

3/17（火） 11：00~12：00

10組 要事前予約
（当日参加も可） 1,000円 facebook: 「WARAリズム」で検索

Mail: wararhythm@gmail.com

春の歌で、気分も軽やかに
出前歌声サロン＆オカリナ演奏
NPO法人 周話

今回は、春の歌を中心に選曲しました。軽やかな
気分で、一緒に楽しく歌いましょう。また、オカリナ
演奏や試奏コーナーなども用意いたしております。
■歌声サロン 14：00～15：30
■展示 13：00～16：00

街ステーション7F

？ Mail: info@npo-syuuwa.jp
Tel: 0６-６６５５-０６１９

体験・展示
当日随時受付 無料（ミニ歌集配布）

3/19（木）

12名

パソコンなんでも相談とフリーソフト体験
パソコンなんでも相談室
南大阪電脳支援集団
■パソコンなんでも相談（無料）
　パソコンの使い方がわからない、パソコンが動か
　ない、パソコンで何ができる、パソコンでこんなこ
　とをしたい、など、お気軽にご相談ください。
■フリーソフト体験
　正12面体カレンダー作り、子ども向けプログラミン
　グ、など、役立つフリーソフトを体験できます。

街ステーション6F

体験 所要時間 30分

当日随時受付 カレンダー作り材料費1,000円

3/22（日） 13：30~16：30

？ HP: http://www.oct.zaq.ne.jp/denno/
Mail: minamiosaka.denno@gmail.com

街ステーション6F ハルカスで脳と身体がイキイキ！スッキリ！
脳の活性化～シナプソロジー体験～
こころ・からだ・すこやか体操企画
「何を買うんだっけ？」「えーと、ほら！あの～‥」物忘れが
多い方、人や物の名前が出てこない方、なんとなくやる気
が出ない方‥。脳の活性化プログラムを受けてみません
か？認知機能の向上や、判断力・集中力の向上、抑うつ感
の低下、爽快感の向上などが期待できます。大笑いしなが
ら、脳の健康体操を楽しみましょう。普段着でどうぞ。
①14：00～ ②15：00～ （全2回）体験 所要時間 30分

？ Mail: ishii@sukoyaka-taiso.com
Tel: 090-5974-6685（石井）

3/17（火）・31（火）

要事前予約
（当日参加も可） 500円

タロット占いでいやしを！
タロット占い
占い花珠

タロット占いを通して、自分自身が持つストレスや
悩みを軽減するお手伝いをいたします。人と人が
触れ合う楽しみや喜びを感じませんか。
（13日は1人）

街ステーション6F

？ Tel: 090-6418-8273（占い花珠：西田）

体験 所要時間 15分

当日随時受付

3/13（金）・14（土） 13：00~
17：00

タロット占い：1,000円

これまでの集大成、
それぞれの進化した成果を展示。
進化録
大阪アニメーションスクール専門学校
大阪アニメーションスクール専門学校のコミックイ
ラストコースと総合アニメコースの学生による作品
展を行います。似顔絵・デジタルライブペイント・ぬ
りえなどのワークショックやオリジナルイラストグッ
ズ販売など、大人もお子様も楽しめる内容です。

街ステーション8F

？ HP: http://www.oas.ac.jp  Mail: info @oas.ac.jp
Tel: 06-6242-5220

体験・展示・観賞
当日随時受付 一部有料WSあり

3/4（水） 10：00~20：00

あべのハルカス縁活テレビ
「縁活」のUstream番組、毎週土曜日14：00より30分

新
番組

縁活に関わる市民団体さん、ボランティアさ
ん、地域の方々による新番組。あべのハルカ
ス近鉄本店9階KCNスタジオから生放送！
（ネット放送なので、後日いつでも見られま
す）縁活のプログラム紹介や、あべの・天王寺
地域の情報をてんこもりにしてお届けします。

http://www.ustream.tv/channel/enkatsu


