
予告

タワー館7F街ステーション
2016年1/2（土）13:00～15:00
新年初営業日の街ステーションで、臼と杵を使った伝統的な餅

つきをしてみませんか。ご参加の方には、つきたてのお餅を振舞

わせていただきます！（ふるまい餅の数は限りがあります）

「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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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～3.5階は朝10時→夜8時30分、
4階～11階は朝10時→夜8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
親子で楽しめる、
百貨店の中で非日常な5つの体験！
縁活ミッション5
10月11・12日の2日間に渡り、縁活ミッション5というプログラム
が実施されました。「NPO法人里山倶楽部」「NPO法人木育
フォーラム」「日本スポーツ吹矢協会」「クリエイティブプロジェク
ト」の4つの市民活動団体と「縁活事務局」、5つの個性がコラボ
し各団体の特徴を生かしたミッションをクリアすることで、豪華
景品がプレゼントされる企画でした。参加チケットには、小学生以
下が利用できる「リベンジ券」がついており、どのタイミングで券
を使うかで合計得点に大きく影響が出ていました！8F街ステー
ションでは、＜竹の輪投げ競争＞と＜カンナながーく削りゲーム
＞。5F街ステーションでは、＜色分けパズル＞。そして7Fの街ス
テーションでは＜スポーツ吹矢に挑戦＞、森の広場では＜縁活紹
介クイズ＞が行われました。普段使ったことのない道具を使って
身体を動かしたり、少し考えながらお受験のような感覚で問題に
挑戦したりする姿に、親も笑顔で子供の奮闘ぶりを見つめていま
した。最後には今日の感想を書いたリンゴを木にたくさん実らせ
ていってくれました。子供たちの「楽しい！」「気持ち良い！」「おも
しろい！」の声が溢れる楽しい企画でした～！
（レポーター テル ＆ 縁活事務局）

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 縁活事務局12/23（水・祝）～28（月）「縁活パネル展」

12/2（水）～21（月）「世界にひとつのさをり織りで彩るXmas」

洒落小路12/30（水）～1/11（月・祝）「ことほぎ ～初春を想う～」

縁活WALL GALLERY

今だけの えんかつスペシャル””プログラム でお待ちしております！

中高生の演奏をお楽しみください♪
清教学園中・高等学校合唱部
クリスマスコンサート
清教学園中・高等学校合唱部
清教学園は河内長野市にある私立の中学校・高
等学校です。合唱部は「声を合わせ、心をひとつに
して、聴いてくださる方の心に響くうたをうたう」
ことをめざして楽しく活動しています。中高生によ
るクリスマスソングをお楽しみください！
①16：00～ ②17：30～ （全2回）

？無料

観賞 所要時間 30分

当日随時受付

ウエルカムガレ
リア

2F

HP: http://www.seikyo.ed.jp/contents/bukatsu/seikyo_chorus_club/
Mail: seikyo_chorus_club@seikyo.ed.jp

12/21（月） 16：00~18：00

12/17（木）～22（火）10:00～20:007F & 8F

A-yan!!作って遊ぼう道場
サンタクロース操り人形を
作って遊ぼう
A-yan!!関西をアートで盛り上げるNPO
操り方をみんなで練習してお友達とマイサンタク
ロースで遊ぼう。基本キット以外にもくまさんサン
タ、うさぎさんサンタなどオリジナルもできるで。
作って遊ぼう「道場」、みんなで楽しく遊ぶには？
ルールやマナーも考えます。

当日随時受付 ？

12/23（水・祝） 13：00~16：00

体験
300円 Mailform: http://form1.fc2.com/form/?id=843364

新春「縁活」もちつき大会

～みんなで作ろう♪飾ろう♪～
ヒノキで作る街ステーション
クリスマスツリー
縁活事務局
縁活のクリスマスツリーは4mの巨大ツリーです。7階
街ステーション全体をクリスマスツリーに見立て、本
物のヒノキで作っちゃいます。ぜひとも、縁活ツリーづ
くりに参加しに来てください。飾りつけのオーナメント
ご持参も大歓迎です！
※ツリー本体のご持参はご遠慮ください。また、オーナメントの
　返却は出来かねますこと、ご了承ください。

？無料

体験
当日随時受付

街ステーション7F

Mail: k-garden@studio-l.org（縁活事務局）

12/3（木） 13：00~18：00

かわいい歌声を響かせます！
クリスマス装飾と讃美歌の合唱
聖愛こども園
阿倍野区にある聖愛こども園のみんなでクリスマ
スリースづくりとツリー装飾の仕上げをします。完
成したら、全員で讃美歌を歌います。かわいらしい
歌声で「つながる縁活クリスマス」のオープニング
を飾ります！

？無料当日随時受付

街ステーション7F

Mail: k-garden@studio-l.org（縁活事務局）

12/4（金） 10：30~12：00

観賞 所要時間 30分

手づくりを楽しもう！
手づくり♪ざくざく 展示＆体験会
Color Blocks
「手作りのちょっと素敵なこと」をお伝えするために
様々なクラフト講師が集結！いよいよ年の瀬12月！！
一年の締めくくりに写真の整理もお忘れなく！スク
ラップブッキングで一年間の思い出の写真を素敵に
残す体験をしてみませんか？また講師の作品も展示
しますのでご覧ください。
協賛：（株）サクラクレパス 大阪メモラビリアート事業

街ステーション8F

？

体験・展示 所要時間 10～30分

12/11（金） 10：30~15：00

500円～
1,500円

facebook: 「カラーブロックス」で検索
Mail: hamane@cat.zaq.jp当日随時受付

美セラピー初のキッズイベント！
美セラピー presents
クリスマスフェスタ
美セラピープロジェクト
美と心、趣味を磨く！大人の女性のためのイベント
を開催する美セラピープロジェクトがおくるクリス
マスキッズイベント☆11のワークショップブースに、
クリスマスミニ撮影会を加えたスペシャルなクリス
マスイベントです。2ブース参加でプレゼントがもら
えます♪

？500円～当日随時受付

街ステーション8F

12/12（土） 11：00~17：00

体験 所要時間 20分～

facebook: 「素敵な女性になるための美セラピー」で検索
Mail: heartdrop@me.com

♪元気な小学生が合唱します♪
清明丘小学校クリスマスソング！
ユネスコスクール清明丘小学校音楽クラブ
地域に根差した活動に熱心に取り組んでいる清
明丘小学校。ユネスコスクールの認定も受けまし
た。音楽クラブの練習の成果をどうぞお聴きくだ
さい。
①13：00～ ②14：30～ （全2回）

？無料当日随時受付

街ステーション7F

12/13（日） 13：00~15：00

観賞 所要時間 30分

HP: http://swa.city-osaka.ed.jp/
　　 swas/index.php?id=e711604 （大阪市立清明丘小学校）

7F 街ステーション

NPO法人さをりひろば

13日
血のつながりをこえた絆
「里親（さとおや）」ってなぁに？
大阪市民ボランティア里親いろいろ応援団
さまざまな事情で親と暮らせない子どもを家庭
に迎えて育てる「里親さん」。リコーダー演奏や絵
本の読みきかせ、里親制度のミニ解説を通して、
「里親さん」について身近に感じてもらえたらと思
います。里親さんや子どもたちへの応援メッセー
ジをパッチワークにして、みんなの気持ちを届け
ましょう。

？無料

体験・展示・観賞・説明会 

当日随時受付

街ステーション8F

facebook: 「（社）家庭養護促進協会 大阪事務所」で検索
HP: http://homepage2.nifty.com/fureai-osaka/

12/13（日） 10：00~17：00

17~22日

さをり織りでonly oneなXmasを♪
世界にひとつの
さをり織りで彩るXmas
NPO法人 さをりひろば

誰もが好きに自由に楽しめるさをり織りで、
Xmasデコレーションを作ってみませんか？プレ
ゼントに差し上げても、ご自分で楽しんでもステ
キ！色とりどりのさをり作品もご覧いただけます。
【7階森の広場・8階街ステーション】
かわいいミニタペストリーの織り体験
 【7階街ステーション】
NPO法人 さをりひろば×縁活事務局
さをり織りを使ったXmasオーナメント作り

体験・展示販売

ミニタペストリー織り体験 20分:500円 
SAORI Xmasオーナメント作り 20分～30分:500円

？
facebook: 「さをりひろば」で検索
HP: http//www.saori.co.jp
Tel: 06-6921-7811 

当日随時受付　

（最終日は17:00まで）

ミニタペストリー織り体験は織機4台で随時受付
SAORI Xmasオーナメントは制限なし

歳末チャリティーイベント
あべのん・ゼロスの
クリスマス会 2015
地球戦士ゼロスイベント係
クリスマスに向けて、あべのんとゼロスたちがハル
カスにあそびに来てくれました！キャラクターたち
が歳末チャリティーイベントを開催いたします。
館内グリーティング 12：00～
10F イヌナキンショー 13：00～13：30
10F あべのん・ゼロスショー 15：00～15：30

？無料

観賞
当日随時受付

空の広場10F

Mail: zeros.seisaku@gmail.com

12/20（日） 12：00~16：00

12/17（木）~22（火）
7F 街ステーション

12/17（木）~19（土）
8F 街ステーション

12/20（日）~22（火）
7F 森の広場
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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
ウイング館5階 街ステーション5F

6F タワー館6階 街ステーション

7F タワー館7階 街ステーション　　

8F ウイング館8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）

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 ibマッピング会

1つのテーマから私たちが質問しながら、あなた
の言葉をシートに書き出していきます。複雑にな
りがちな自分の思考を整理してココロをスッキリ
させてみませんか？自分自身で答えを出したい方
向きです。何度でもお越し下さい。あっという間の
60分です。

街ステーション5F

体験 所要時間 60分

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

12/10（木）・19（土）10：00~
13：00

『永住できるマンションづくりの2つのポイント』
～《長期修繕計画》と《管理経費》の見直し～
ミニセミナー＆専門相談
マンション管理組合ドットコム
NPO法人 マンションサポートネット
相談会では、上記の他、大規模修繕工事の進め方や管
理委託への疑問、また滞納管理費の回収方法、長期修
繕計画の見直しなどの管理組合運営について、およ
び、音やペットのトラブル、高齢者の居住支援などの専
有部分の問題へのご相談にもお答えします。

当日随時受付 ？

12/10（木） 14：00~16：00

講習会・相談会
無料 HP: http://msnet.or.jp/  Mail: mail@msnet.or.jp  

Tel: 075-722-1510

街ステーション7F

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）

要事前予約
（当日参加も可） 500円

街ステーション5F

12/12（土）・29（火）

あれれ、どうして？
不思議なテーブルマジック
おおさかマジッククラブ
トランプや、コイン・ロープなどを使った不思議な
マジックを目の前でご披露します。ベテランマジ
シャンの素晴らしいテクニックをお楽しみいただ
き、新鮮な驚きとワクワクした気持ちをお届けし
ます！

当日随時受付 ？

12/13（日） 13：00~17：00

体験 所要時間 15分

無料 Tel: 090-7557-8116（おおさかマジッククラブ：堤）

5F 街ステーション

バルーンアートで笑顔に
バルーンアートにふれてみませんか
バルーンアート ブルースカイAmi
お子様から大人まで、どなたでも風船を使って簡
単に可愛らしい動物、花などを作れるバルーン
アートの世界に触れてみませんか？

当日随時受付 ？

12/13（日） 13：00~17：00

体験 所要時間 30分

500円 Mail: ak5768nzap@icloud.com

5F 街ステーション

（16:30受付終了）

クリスマスはベストカラーで、ドレスアップしましょ！
パーソナルカラー診断
ファッションアドバイス編
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5F

12/19（土） 13：00~17：00

12名

デパなかホッとステーション
第25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5F

相談会 所要時間 30分

当日随時受付 無料 Tel: 06-6105-5679

12/20（日） 13：00~16：00

？

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5F

？ Mail: kicoka33@gmail.com

体験 所要時間 15～30分

当日随時受付 無料

12/20（日） 13：00~17：00

街ステーション8F 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^)/

体験 所要時間 45分

？ HP: http://tenmonbu.com/  Mail: info@tenmonbu.com500円当日随時受付

12/20（日） 10：30~17：00

割れないコツを教えます
誰でもできるバルーンアート教室
MAMA’S HOUSE
■誰でも出来る本格バルーンアート教室
　（10：00～12：00）初心者～経験のある方まで
　レッスンします…しっかり2時間の講習です。
■バルーンアート体験教室
　（10：00～12：15・所要時間30分）簡単なバルーン
　アートを体験してみませんか。お子さんから大人まで、
　どなたでもご参加いただけます。（写真は作品例です）

？教室：2,000円  
体験：大人1,000円・子ども500円

体験 所要時間 30・120分

教室：要事前予約
体験：予約優先

街ステーション5F

Tel: 080-4767-0111（高木）

12/26（土） 10：00~12：15

絵手紙の贈り物
新しい年をあべのんと祝いましょう
NPO法人 ふれあい広場コスモス

簡単な干支（お猿さん）が書けますよ！
今からでも間に合う
年賀状を子どもたちといっしょに書きましょう

？100円

体験
当日随時受付

街ステーション5F

12/5（土）・6（日）10：00~
16：00

Mail: s-emiko1850@jcom.zaq.ne.jp
Tel: 06-6931-2281

北陸新幹線沿線6県の魅力がいっぱい！
群馬・埼玉・新潟・長野・富山・石川
6県合同観光展
群馬県・埼玉県・新潟県・長野県・富山県・石川県
今年3月に北陸新幹線が金沢まで延伸したことを機
に、沿線6県が冬の観光情報を中心に、各県の魅力を
紹介します。昨年、ゆるキャラⓇグランプリで優勝し
た「ぐんまちゃん」をはじめとする6県のマスコット
キャラクターが登場するほか、ご当地グッズなどが当
たるクイズ大会や無料抽選会などを実施します。

当日随時受付 ？

12/5（土） 10：00~17：00

展示・観賞
無料

8F 街ステーション

Mail: kankouka@pref.gunma.lg.jp 
Tel: 027-226-3386

「街ステのがっこう」第一弾！
魅力を引き出すインタビュー講座
縁活事務局
夜の街ステーションを学びの場にする講座シリー
ズ「街ステのがっこう」第一弾はヒト・コト・モノの
魅力を引き出すインタビューの仕方。2015年度
グッドデザイン賞を受賞した「コミュニティデザイン 
プロジェクトガイド」を編集するなど様々な実績を
持つ渡辺直子氏をお招きし、ヒト・コト・モノの本質
を引き出すコツを学びます。

500円 ？15名

街ステーション7F

12/9（水） 18：30~19：45

要事前予約
（当日参加も可）

講習会 所要時間 105分

HP: http://en-katsu.info
Mail: k-garden@studio-l.org

童謡・唱歌とおもちゃのミュージアム
「わらべ館」でおもちゃをつくろう！
鳥取県

今年開館20周年を迎えた、鳥取県の童謡・唱歌と
おもちゃのミュージアム「わらべ館」がやってくる！
クリスマスやお正月にちなんだ「自分だけのオリジ
ナルおもちゃ」をつくろう！カニの水揚量日本一・
鳥取県ウェルカニキャンペーンなど、冬のお得な
観光情報もご案内します。ぜひご参加ください。

当日随時受付 無料 ？ HP: http://www.pref.tottori.lg.jp/kansaioffice/
Tel/FAX: 06-6341-3955

12/6（日） 12：00~17：00

1時間10名程度
（最大60名程度）

手作りする喜び、体験してみませんか？
こぎん刺しのペンダント
手作りワークショップ
スウリル

図案を見ながら刺繍して、ペンダントトップを仕
上げます。並縫い程度の技術があれば大丈夫で
す。お好きな色の糸で刺してみて下さいね。大きさ
は約4.5×3.5㎝の楕円形。紐は60㎝で金具で
留めるタイプです。体験 所要時間 120分～

？予約優先（3日前迄の予約、
当日空席あれば参加可）

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

12/20（日） 10：00~17：00

セミナールーム6F

8名 1,500円

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☆
【3つの石】でつくる猫モチーフチャーム。【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、お子さまでも楽しく作れます。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。

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

街ステーション5F

12/23（水・祝） 13：00~17：00

各4名

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）

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） 

子どもさん＆パパ預かります♪
第9回 あべのハルカス♡ストーリー
一般社団法人 日本マインドヘルス協会
家族サービスを大切にされているパパ。ママがお買い
物している間、子どもさんと一緒にお絵かきしません
か？クレヨンを持った瞬間、幼稚園の頃の気持ちに戻
れます。完成した絵から子どもさんにお話を作っても
らいます。子どもさんの創造力と集中力を目の当たり
にでき、ビックリしますよ！  
①13：30～14：30 ②15：00～16：00 （全2回）

大人：1,000円  
小学生以下：５00円 ？

facebook: 「（社）日本マインドヘルス協会」で検索
HP: http://jamha.org/各8名

5F 街ステーション

12/23（水・祝）
体験 所要時間 60分

要事前予約
（当日参加も可）

“びっくらぽん” 5分で着物美人
着物ファッションショー＆
5分で着れる着物体験会
NPO団体 育みプロ_子育て道場
着物を着たいけれど一人で着られない。着物は日本人の憧
れ、日本文化の代表です。5分で着られて、しかも美しく着
物が着られたらどうでしょう。そんな着物「都舞手」のファッ
ションショーと体験会。着物文化をハルカスで体感しません
か。（共催：NPOきもの文化普及ネットワーク都舞手）
①13：30～ ②15：30～ （全2回）体験 所要時間 15～20分

？
HP: http://feis.club/forum/
Mail: info@fei.bz
Tel: 06-6764-4599（エフイーアイ内）育みプロ事務局

要事前予約
（当日参加も可） 無料

街ステーション8F

12/26（土）

体験会：20名

手作りがいっぱい 親子で楽しく！
おもしろ科学実験・アクセサリーづくり
プラント
子どもから大人まで楽しめる科学実験やものづくり教
室を開催します！自分の手で触って試して、いろんなも
のを混ぜて実験しよう！手で持てる水？！「Ｏｏｈｏ」・
混ぜる量を変えていろんな形の「スライム」の実験や暗
いところで光る自分だけの「オリジナル小瓶づくり」で
す。スタッフが手順や方法を指導しながら行いますの
で、小さなお子さまからご参加いただけます。子どもか
ら大人まで楽しめますので、ぜひ保護者の方も一緒に
ご参加ください。

街ステーション8F

体験 所要時間 30分

当日随時受付 300円～

12/27（日） 10：00~17：00

？ HP: http://plantjuku.com  Mail: plantjuku@gmail.com
Tel: 070-5650-6687

ぬりえ 15分体験 工作体験 30分

街ステーション8F

20日10名

重ね煮を楽しくアレンジ！
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、
野菜の重ね煮をアレンジした楽しい料理をご紹介し
ます。
講師： 重ね煮料理研究家 土師 有香子
協力： 金山内科クリニック、関西医科大学附属滝井病院

12/20（日） 13：30~15：30

？3,500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 Mail: naka@komedouraku.com15日
ママが楽しいからベビーも楽しい！
プレママとママのためのベビー英会話
～英語を使った遊びを伝授します～
YukaPica英会話
わが子には「英語が話せるようになってほしい」願っているママはと
ても多いですね。いつ、どうやって始めたらいいのか？YukaPica
は、妊娠中から英語遊びの練習を開始し、ベビーが生まれた時か
ら英語遊びを始めることを提案します。なぜか？その疑問と興味を
お持ちになったプレママ、ベビー連れのママたち、どうぞ皆様でご
参加くださいね。たくさんのご質問をお待ちしております！
①マタニティ＆ベビー（歩けないお子様） 10：30～11：00（30分）
②トドラー（歩けるお子様） 11：30～12：15（45分）体験

？
HP: http://yukapica.com
Mail: yuka@yukapica.com
Tel: 080-4339-8334

要事前予約
（当日参加も可）

街ステーション7F

12/15（火）

マタニティ＆ベビークラス：1,000円
トドラークラス：1,500円10・24日

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

12/10（木）・24（木）10：30~
11：45

話してスッキリ！ホットひと息、リラックス！
こころのリフレッシュ 
プチカウンセリングと性格チェック
NPO法人 シニアライフ応援協会 
■プチ・カウンセリング…「ひとりでも安心して話せる人が
いると問題は解決できるといわれています」最近話す機
会が減っていませんか？愚痴・悩みetc…気軽にお立ち
寄り下さい。
■性格チェック…性格特性カード52枚から10枚を選
び、選んだカードから性格分析。カードに描かれた可愛
いイラストのお蔭で楽しく分析→自分を知る手掛かりに！

500円 HP: http://enjoy-senior.link/？当日随時受付20名

街ステーション5F

体験 足圧測定＋個別指導
所要時間 30分

12/13（日） 13：00~17：00
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12/7（月）~25（金） 10：00~16：00

街ステーション7F


