
「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。

4~8日

9日
10日
10日

9日

30日
30・31日

2016
1

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。

新春は1月2日（土）朝9時30分から営業いたします。 ※1月1日（金・祝）は休ませていただきます。

営業時間のご案内

新年もえんかつで遊ぼう！学ぼう！
ときめき写真の展示会を行います！
秋の生涯学習写真コンテスト
「夢中になれれば、ときめきはつづく。」
巡回展示
大阪市立阿倍野市民学習センター
縁活事務局と大阪市立の学習センター3館が共催で
行う秋の生涯学習写真コンテスト「夢中になれれば、
ときめきはつづく。」の巡回展示を行います。入賞14作
品と、惜しくも賞をのがされた88作品をパネル展示し
ます。大好きなことにうちこむ皆さんの「ときめき」を
伝える写真を是非ご覧ください。

？無料当日随時受付

街ステーション7F

HP: http://www.osakademanabu.com/abeno/
Tel: 06-6634-7951

Mail: hangil14@korea-ngo.org
Tel: 06-6711-7601（担当：ほん）

1/4（月） 12：00~
1/8（金） ~16：00

展示

切手を使って気軽に工作
切手で遊ぼう～楽しい工作教室～
一般財団法人 切手文化博物館

大人から子どもまで、使用済切手を使って気軽に
楽しめるワークショップを開催します。自分の気に
入った1枚をしおりにしたり、1円から12円の切手
や干支の切手を使って時計を作ったりできます。
どなたでも参加できますので、気軽にお越しくだ
さい。

？無料

体験 所要時間 20分

当日随時受付

街ステーション5F

Tel: 078-904-0024（切手文化博物館）

1/9（土） 10：30~16：00

50名

8日
気になるハングル文房具と
おもしろデザインのひみつ 
～むんばんぐ～
ハングルデザインアイテムの世界
（特活）コリアNGOセンター 
大阪はコリアンの一番多いまち！今韓国で一番ホット
なハングルデザインアイテムを生み出し続けている
「ＢＡＮ８（반8）」をゲストにお呼びし、ハングルの魅
力、アイテムヒット秘話を伺います。聞き手は大阪で在
日コリアン教育や韓国語教育に携わる皆さん。韓国が
スキ！ハングル気になる！という方、必見トークです!!

？無料

講習会 所要時間 180分

当日随時受付

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
認定特定非営利活動法人 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？

？
血管年齢測定：300円
血流測定：300円
骨密度測定：500円

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

当日随時受付

街ステーション7F

1/9（土） 11：00~17：00

健康測定 所要時間 5分

アイデア次第で色々なものが作れます
杉のランチョンマット・コースター作り
NPO法人 もく(木)の会

「かなば」（杉を薄くスライスしたもの）を使ってラン
チョンマットやコースターを作ります。それを丸め
れば花瓶に、折りたためばブックカバーや名刺入
れ・カード入れに変身します。和紙やスコッチテー
プを使うとおしゃれなものができますよ。

？500円～1,000円

体験 所要時間 20~30分

当日随時受付

街ステーション5F

HP: http://www.mokunokai.jp/
Mail: info@mokunokai.jp
Tel: 06-6615-5117

1/10（日） 13：00~17：00

30名

新しき年への想いを筆文字に託して
書初”ピクニック書道
ピクニック書道
「一年の計は元旦にあり」と申します。ハルカスで
今年の想いを筆文字に託しましょう。“でっかい
夢”を思いのまま、様々の紙に筆で書いてみましょ
う。「出かけた先で、気軽に筆文字を楽しむ」とい
う思いでのピクニック書道。今年もよろしくお願い
致します。

？300円当日随時受付

街ステーション7F

Mail: 20chieko@ezweb.ne.jp

1/10（日） 13：00~17：00

体験 所要時間 30分

一日限りの「街ステの美術館」
年賀状ありがとう！
あべのん・ゼロスがやってくる
阿倍野区役所×地球戦士ゼロスイベント係×
縁活事務局

12月に皆さんに書いていただいた、阿倍野区の
キャラクター「あべのん」、浪速区のヒーロー「地
球戦士ゼロス」、縁活公式キャラクター「はるにゃ
ん」への年賀状を「街ステの美術館」に展示しま
す！自分が書いたはがきを見つけられるかな？当
日はあべのんやゼロスもやってくるので、ぜひあ
そびに来てね！
【年賀状の展示】
10：00～20：00 7階街ステーション
【館内グリーティング】
13：00～ 15：00～（全2回）
 7階・8階街ステーション
協力：NPO法人 ふれあい広場コスモス

？無料当日随時受付

展示・観賞
1/23（土） 13：00~16：00

街ステーション7F
街ステーション8F

Mail: k-garden@studio-l.org
Tel: 06-4305-4710（縁活事務局）

～あべのええとこ大発見～
あべのを知ろう展５
人気のマッピング企画第５弾♪ご来場いただいた
みなさんのおすすめスポットや思い出をシェアす
る「あべのマップ」と、大好評の「あべの散歩」を今
回も実施！巨大スゴロクで阿倍野を学ぶ「スゴロク
イズ」に、阿倍野のおすすめ散歩コースを紹介する
「あべの展示」も新登場と盛りだくさんの二日間！
 「あべの」のエエとこ教えてください♪

当日随時受付 ？

体験
無料 Mail: k-garden@studio-l.org

Tel: 06-4305-4710（縁活事務局）

7F 街ステーション

1/30（土）・31（日）11：00~
18：00

あべの散歩
今回のあべの散歩は、ノスタルジックな街並みが残る
阿倍野区「美章園」エリアを中心に、天王寺の話題ス
ポット「てんしば」も巡るコースです。ぶらぶら歩きなが
ら、地元のおいしいグルメや素敵なお店に出会えるか
も？あべのええとこ見に行きませんか？
※注意※
集合時間にいらっしゃらない場合は、参加できない場
合もございますので、ご了承ください。
集合時間：13：00（16：00頃天王寺で解散予定）

要事前予約

体験 所要時間 180分

100円
交通費 その他費用：各自負担 ？

Mailform: http://en-katsu.info/
2015/12/あべの散歩5/ 

7F 街ステーション

1/30（土）

10名

あべのを知ろう展５＆あべの散歩　
縁活ボランティアMAPチーム

タワー館7F街ステーション
2016年1/2（土）13:00～15:00 ※なくなり次第終了！
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
もちつきをしてみませんか。なつかしい遊び体験もあるよ！
協力：ユネスコスクール晴明丘小学校 PTA / Terminal"Realize"Japan
後援：エリーニ・ユネスコ協会 / 大阪ユネスコ協会

　 参加者にはつきたてのおもちを
　 振舞わせていただきます

新春「縁活」もちつき大会

「お正月といえばこれだ！」
【縁活】凧づくりワークショップ
NPO法人 AtoMs×縁活事務局
昔からお正月の遊びと言えば、羽子板にコマ回し
などがありますが、今回は凧あげの凧づくりワー
クショップを実施致します。凧のことを学びなが
ら楽しく凧づくりができます。もしかすると凧あげ
ができるかも…
【対象】小学生以上
（低学年の方は保護者同伴でお願いします）

？500円

体験 所要時間 60分

街ステーション7F

12/27（日） 13：00~17：00

30名 Mail: k-garden@studio-l.org
Tel: 06-4305-4710（縁活事務局）

1/8（金） 14：00~16：00

森の広場7F

4F
NPO法人まち・すまいづくり

「うえまち新聞拡大版展」

5F
洒落小路12/30（水）～1/11（月・祝）「ことほぎ ～初春を想う～」

里親いろいろ応援団1/13（水）～1/25（月）「里親ってなぁに？」

大阪街かど写真館
実行委員会

1/27（水）～2/1（月）「街かど写真展 ～もっと知りたい阿倍野・天王寺～」

縁活レポート
Rインタビューをするときの

エッセンスがギュッと凝縮！
街ステの学校
12月9日夜に、ライターとして活躍されている渡辺直子さんを迎
えて開催された、街ステの学校に参加しました。今回参加してみ
て、今後生かしたいことが2つできました。1つ目は、双方にとって
利益があるWIN -WINを目指すこと。インタビューというと、「聞
き取る」ことばかり考えがちですが、自分のためにわざわざ時間
を作ってくれていることに敬意を払いたいと思いました。2つ目
は、インタビューが始まる前から、そして終わってからもその人と
の関係が続くということ。インタビューは、「実施する」と決めた時
点で勝負が始まるのだそうです。第一印象が大事で、「服装」や
「靴」に注意をし、隙がないようにする。情報が欲しいばかりで相
手をないがしろにしてはその後の関係も上手くいかなくなってし
まうそうです。まさに初デートに行く感じだなと思いました。「全く
接点がなかった人と、インタビューというきっかけで繋がりがで
きた」という話は素敵でした。今回の講座では、インタビュー時の
テクニックというよりは、心得や準備について教えていただけた
ため、非常に面白いものになりました。
（レポーター 林 ＆ 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/

当日随時受付
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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）

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

1/10（日） 10：30~17：00

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

1/14（木）・28（木）10：30~
11：45

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

1/16（土） 13：00~17：00

12名

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

地域情報
番組

縁活に関わる市民団体さん、ボランティアさ
ん、地域の方々による番組。あべのハルカス
近鉄本店9階KCNスタジオから放送！
（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。youtubeでもご覧いただけます！
http://www.ustream.tv/channel/enkatsu

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。

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

1/16（土） 13：00~17：00

街ステーション5F
セミナールーム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）

1/16（土）・29（金）

要事前予約
（当日参加も可） 500円

6F 5F

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

1/17（日） 13：00~17：00

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

1/23（土） 10：00~13：00

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）

1/23（土） 10：00~12：15

デパなかホッとステーション
第26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

1/31（日） 13：00~16：00

？

日中英の言語と文化を楽しめる
あべの三国サミット
関西養生太極拳協会
【英】京都四季会教室によるオンライン英会話教室
の模擬レッスン。【中】大阪の関西養生太極拳協会
による太極拳。【日】堺の出張演出写真館PARTY
によるコスプレ写真撮影。三つの都市から三つの
国を代表する文化を持ち寄り、みなさんと一緒に
楽しみながら行う文化交流。当日、人気踊り手やコ
スプレイヤーの参加があるかも？

入場、体験無料
（写真撮影3,240円）

全般：taiji@office-wenlong.com（関西養生太極拳協会）
英会話：shikikai@bell.ocn.ne.jp（四季会教室）？当日随時

受付
50名
程度

街ステーション7F

体験・講習会
1/11（月・祝） 13：00~16：00

「街ステの学校」第二弾！
魅力を文章にまとめる講座
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
ステの学校」第二弾は様々な魅力を文章にまとめる方
法。グッドデザイン賞を受賞した「福井人」「三陸人」など
の「コミュニティ・トラベル・ガイド」 シリーズの企画・ ラ
イターを務める高山裕美子氏をお招きし、ヒト・コト・モ
ノの魅力をうまく短くまとめるコツを学びます。
※当日参加の場合は聴講のみの可能性があります。

500円 ？15名

街ステーション7F

1/13（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/2015/11/街ステの学校/

大人も子どももボードゲーム！
みんなで遊ぼう
卓上ゲーム会 プレイス×縁活事務局
小学生からお年寄りまで、いろんなボードゲームで
遊びましょう！13時、15時からは、大会もあるので
お楽しみに。
1月17日は防災とボランティアの日ということで、
防災にちなんだボードゲームも用意していますよ。
ゲーム大会：13：00～、15：00～

街ステーション8F

？

体験
当日随時受付 無料

1/16（土）・17（日）10：00~
18：00

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

ペンダント…図案を見ながらこぎん刺しし、ペン
ダントトップに仕上げます。並縫い程度の技術が
あれば大丈夫。直径3㎝。紐長さ50㎝、金具付。

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

1/17（日） 10：00~17：00

街ステーション5F

8名 1,500円

―花の力と季節を感じようー
花を楽しみ、花とふれあう
ももの会

「バレンタイン♥」にちなみ、空き缶をリサイクルし
て、ハートのメッセージカード付きの花器をつくり
ます。ご自分で作った花器に花をいけて、お世話に
なった人、大好きな人へのプレゼントにしてはいか
がでしょうか？手作り花器とお花はお持ち帰りい
ただけます。

500円 ？当日随時受付50名

街ステーション7F

1/17（日） 13：00~17：00

体験 所要時間 20分

Mail: momonokai1@gmail.com
Tel: 06-6714-5349（担当：利見）

凄くキレイ 作って 覗いて 操ろう !
無限に変化する
自在万華鏡をつくろう
RIPPLE DESIGN ARTS
人に見せたくなるほど美しい万華鏡を手作りしま
す。ちょっとしたコツがありますが、誰にでも簡単
に作れます。作った後は自分で操って無限に動く
万華鏡を楽しみましょう。ハルカスで夢中の時間
を過ごしましょう。

1,000円 ？当日随時受付15名程度

体験 所要時間 20分

Mail: rippledesignarts@nike.eonet.ne.jp
Tel: 0745-60-6688

街ステーション8F

1/23（土）・30（土）・31（日）
13：00~17：00

わいわい にぎやか たのしいよ＼(^ ▽ )^／
「ふくろう笛」を作ろう♪
わいわい会

身近な材料でホーホーと鳴る「ふくろう笛」を作り
ます。小さなお子さんでも作れるよう、わいわい会
メンバーがやさしく指導します。お気軽にご参加く
ださい！

100円 ？当日随時受付50名

街ステーション8F

1/23（土） 12：00~17：00

体験 所要時間 15分

HP: http://waiwaikai.miraiserver.com
Mail: info@waiwaikai.miraiserver.com

ファーの新しい魅力発見！
“ふわふわ”ファーアクセサリーを
つくろう！！
「奈良県毛皮革産地と上田安子服飾専門学校のコラボ事業」実行委員会

奈良県の毛皮を使って、“ふわふわ”ファーアクセサ
リーを作ってみませんか？バレッタ、イヤリング、ネック
レスなどからお好きなものを選び、簡単に手作りして
いただけます。その他、奈良県毛皮革産地と上田安子
服飾専門学校がコラボした、ゴシック＆ロリータファッ
ションの作品の展示も行います。

無料 ？当日随時受付

街ステーション5F

体験・展示 所要時間 30分

HP: http://www.pref.nara.jp/29239.htm
Tel: 0742-27-8804

120名
（各日30名予定）

1/25（月）~28（木）11：00~
17：00

国際協力をたのしく実感！
ココナツ磨き体験！
NPO法人 アクセス

ざらざらのココナツを磨いて、キーホルダーやネッ
クレスを作ります。どなたでも参加していただけま
す。同時にココナツの殻を使って作ったプレートや
ピアスなどの雑貨、手作りのグリーティングカード
の販売も行っています。

街ステーション5F

体験 所要時間 10~30分

当日随時受付 300円

1/30（土） 10：00~17：00

？ facebook: 「NPO法人アクセスフェアトレード事業部」で検索
HP: http://acceftt.sunnyday.jp/

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☆
【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。
2016Yearsブレス。[7つの石]を選び水晶玉と組みま
す。7色厄除け守りになります。
※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

1/30（土） 13：00~17：00

各4名

体験 サンキャッチャー 60分
※ 「２つの石」を選ぶタイプ（約２０分）
Yearsブレス30分

要事前予約
（当日参加も可）

サンキャッチャー：2,000円～
（タイプ別価格あり）
Yearsブレス：3,700円～
（石の種類により異なります） 

もぐらをたたいてお菓子をもらおう！
もぐらたたき
大阪縁日愛好会

ダンボールとペットボトルで作った超アナログなも
ぐらたたきです。その独特の面白さから、子どもた
ちに大人気！穴から出てくるもぐらを叩くだけ！…
と思いきや、おばけが出てくるスリルも味わえま
す。ゲームの後には合計得点に応じて必ずお菓子
をプレゼント！年齢等に応じて配慮しますのでど
なたでも楽しめますよ。

街ステーション8F

体験 所要時間 1~2分

当日随時受付 1回100円

1/30（土） 13：00~17：00

？ Blog: http://festivalosaka.blog.fc2.com/

子どもさん＆パパ預かります♪
第10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

1/31（日）
体験 所要時間 60分

要事前予約
（当日参加も可）

「やま」と「まち」をつなぐ日本のハーブ「よもぎ」
身近な食べられる植物を知ろう！
君も明日から「よもぎ博士」
NPO法人 AtoMs
お餅やお団子に入ってる「よもぎ」実は服を染めた
り、石けんになったりもするんだよ。知ってるようで
よく知らない「よもぎ」を使ったクラフトやよもぎの
産地、奈良の東吉野に触れよう。

500円 ？当日随時受付1回10名

街ステーション8F

1/31（日） 13：00~17：00

体験・展示・講習会 所要時間30分
Blog: http://blog.canpan.info/atoms/
Mail: npo.atoms@gmail.com
Tel: 080-1410-6486（担当：阪本）

楽しく作っておいしく食べよう！
A-yan!!作って食べよう道場
in キッチンスタジオ
A-yan!!関西をアートで盛り上げるNPO
みんなでルールやマナーを考えながら楽しく遊ぶ
「A-yan!!作って遊ぼう道場」特別企画！キッチンスタ
ジオで子どもたちの自由な発想で作る白玉アートに挑
戦します。変わった形のだんごを作ったりフルーツや
他の食材とトッピングしたらみんなでおいしくいただ
きましょう！食物アレルギーのある方は事前にお問合
せください。

1/31（日） 14：00~16：00

体験 所要時間 120分

キッチンスタジ
オ（街ステーショ

ン）

9F

1人500円
親子（大人1名子ども1名）
800円

？18名 Ａ-yan!!作って遊ぼう道場専用メールフォーム
http://form1.fc2.com/form/?id=843364 

要事前予約
（当日参加も可）

Mail: k-garden@studio-l.org
Tel: 06-4305-4710（縁活事務局）


