
「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。

2016
3

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

3月は家族みんなで

13日

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

縁活HPの右側の画像ページからご覧下さい。

参加団体
ボランティア募集中
参加団体
ボランティア募集中

「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4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/

防災について考えよう！

作って備えよう！
防災グッズをARTに
プラス防災

持ち出し用お水のペットボトルに絵を描いたり、トイ
レットペーパーをラッピングしたりしてあなただけの
防災グッズを作りましょう。

80名

街ステーション7F

体験
1人：300円
2人：500円 ？ Mail: plus.bosai@gmail.com

3/13（日） 13：00~17：00

当日随時受付

阪神淡路大震災、東日本大震災の節目の年。地
域のさまざまな市民活動団体、縁活ボランティ
ア、百貨店のみなさんと協力して防災スゴロク
を作りました！自分がスゴロクのコマになって、
百貨店のあちこちにある体験や展示ブースで楽
しく学んでみよう！ここでしか味わえない防災ス
ゴロクで、めざせ！縁活防災博士！
協力：阿倍野区役所、阿倍野区消防署、縁活市民活動団体、
ボランティア、企業のみなさま

楽しく体験！一緒に学ぼう！

縁活防災スゴロク

東北の高校生、縁活のみんなと一緒に
スゴロクのマス目を考えよう！

3/4（金） 18：00~19：00

本番！縁活スゴロクに参加しよう！

無料当日随時受付 無料当日随時受付

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

街ステーション7F
街ステーション7F

体験 所要時間 30～60分

3/19（土） 10：00~16：00

i l lustrat ion

フラガールの故郷、福島県いわき市で暮ら
す人びとと、それぞれの思いを大学生がド
キュメンタリー映画にまとめた「いわきノー
ト」を上映します。

トーク＆シネマフュチャーセッション

4F
NPO法人まち・すまいづくり

どっぷり昭和町実行委員会

「うえまち新聞拡大版展」

5F
3/23（水）～4/25（月）「どっぷり昭和町2016」

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。

3/2（水）～21（月）「南北コリアと日本のともだち展 あべのハルカス縁活展」

南北コリアと日本の
ともだち展実行委員会

今年は阪神淡路大震災から21年、東日本大震災から5年の節目を
迎えます。昔のこと、遠い地域のことだと思っていませんか？災害
は、いつどこで誰の身に降りかかるかわからないものなのです。縁
活で活躍されている市民団体やボランティアの中にも、東北に縁の
ある方、防災の啓蒙活動や、様々な形で震災復興の支援・応援をさ
れている方々が多くいらっしゃいます。そこで縁活では、この機会に
防災、震災、復興に関する知識や見識を広げていただこうと、多くの
プログラムを実施することにしました。どのプログラムも、楽しみな
がら学べる内容となっています。ぜひご参加ください！

震災復興についてご存知ですか？
防災対策はされていますか？

F ilmCafe Talk Talk

3日
3.11を前に…
減災・縮災サロン（先人の教えから学ぶ）
NPO法人 周話

映像や写真を見ながら、被災地の状況を知り、ま
た過去の災害や先人の教えなど、おしゃべりしな
がら学びましょう。また、頑張っている東北（気仙
沼）の商品や防災備蓄用品なども紹介します。
■展示・映像鑑賞 物販展示即売 11：00～16：00
■減災・縮災サロン 14：00～15：30体験・展示・観賞

？

3/3（木）

当日随時受付 無料 申込み: http://en-katsu.info/2016/02/申し込みフォーム/
Mail: k-garden@studio-l.org Tel: 06-4305-4710

7F 街ステーション 2日
東北を語ろう！
福興カフェ in ハルカス
関西フューチャーセンター×縁活事務局

ゲストに石巻高校生百貨店の方 （々予定）とLOVE
フェス3.11代表 釜谷直人氏をお招きし、「東北に
いってみよう」をテーマにトークセッションを開催致
します。

森の広場7F

トークセッション 所要時間 90分

？

3/2（水） 18：00~19：30

当日随時受付 無料 HP: http://en-katsu.info/2016/02/申し込みフォーム/
Mail: k-garden@studio-l.org Tel: 06-4305-4710

2~5日

石巻・女川のおいしいを発信!!
シンサイミライノハナ＆
高校生百貨店抽選会
かぎかっこPROJECT
シンサイミライノハナにメッセージを書いて、石巻、女川
の元気な高校生たちとの交流を楽しんでください。同
時に9階催会場で営業する高校生百貨店で指定金額
以上お買い上げいただいたお客様へ「石巻・女川に関
する景品」が当たる抽選会も行います。抽選券の配布
は3/5（土）の12：00まで。

森の広場7F

体験 所要時間 5分

？当日随時受付 無料 HP: http://www.kagikakko.jp
Mail: info@kagikakko.jp

3/2（水）~5（土） 13：00~16：00

5~8日

日本ユネスコ協会連盟製作、
手塚誠監督
「雄勝」
エリーニ・ユネスコ協会U’s×縁活事務局

東日本大震災により壊滅的被害を受けた
雄勝町。町の復興を目指して神楽を復活し
ようとする人々の姿を描いたドキュメンタ
リー映画「雄勝法印神楽の復興」を上映し
ます。一緒に映画を見た人たちと語り合う
フュチャーセッションも開催！
共催：大阪府ユネスコ協会連絡協議会、
國學院大學若木育成会大阪府支部、
関西フューチャーセンター

F ilmTalk Talk

観賞・フューチャーセッション
所要時間 105~150分

各先着40名 500円要事前予約
（当日参加も可）

http://en-katsu.info/2016/02/申し込みフォーム/

申込み

福島県いわき市が舞台！
「いわきノート」
関西フューチャーセンター×縁活事務局

宮城県南三陸町に密着し、地元民による災
害ラジオ局「FMみなさん」を中心に、1年に
渡る同町の復興への道のりを追った映画
「ガレキとラジオ」を上映します。
5日と6日それぞれ映画を見た後は、参加
者同士で語り合うシネマフューチャーセッ
ションを開催！また、同時に同じ内容シネ
マフューチャーセッションをしている、神戸
市長田区のＬＯＶＥフェス3.11の会場と街
ステーションをネットで中継を予定してい
ます！

宮城県南三陸町のラジオ局
「ガレキとラジオ」
関西フューチャーセンター×縁活事務局

？ Mail: k-garden@studio-l.org Tel: 06-4305-4710

3/8（火） 11：00~13：00
3/7（月） 18：00~19：45

街ステーション8F

3/6（日） 14：00~16：30
街ステーション8F

3/5（土） 14：00~16：30
街ステーション8F

（15：30受付終了）



6日
2日

10・24日
10・26日

11・26日

13日
12・13日

16日
16日

19日
20日

19日

20・21日
20日

21日
20日

21日
26日

21日

27日
27日

27日
27日

29日
27日

14~22日

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。体験 所要時間 60分

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

街ステーション5F

3/10（木）・26（土）10：00~
13：00

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。

街ステーション7F

体験 所要時間 75分

？要事前予約
（当日参加も可）

Blog: http://ameblo.jp/emi9393/
Mail: emipon9393@yahoo.co.jp  Tel: 090-5645-5573500円

3/10（木）・24（木）10：30~
11：45

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）

街ステーション5F

3/11（金）・26（土）

500円

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、カラフルな
オリジナルアクセサリーなど、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。

街ステーション8F

当日随時受付 500円～ ？ HP: http://www.mokuiku.org
Tel: 06-6115-6919

体験
3/12（土）・13（日）11：00~

17：00

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英会話は、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やママた
ち、どうぞお気軽にご参加ください。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）レッスン

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

マタニティ＆ベビークラス：1,000円
トドラークラス：1,500円

街ステーション7F

3/16（水）

要事前予約
（当日参加も可）

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。＊出張足育講座や足圧測定も承ります。

街ステーション5F

3/19（土） 13：00~17：00

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

体験 足圧測定＋個別指導
所要時間 30分

ベストカラーで、あなたも第一印象アップしましょ！
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）

街ステーション5F

3/19（土） 13：00~17：00

？ HP: http://happiness-color.jp
Mail: himawari-masumi@softbank.ne.jp当日随時受付12名 

体験 所要時間 15分

パーソナルカラー簡易診断
（ドレーピング）：500円　

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

3/20（日） 13：00~17：00

？当日随時受付 無料 Mail: kicoka33@gmail.com

体験 所要時間 15～30分

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^)/

街ステーション8F

体験 所要時間 45分

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

3/20（日）・21（月・祝）10：30~
17：00

子どもさん＆パパ預かります♪
第12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）

街ステーション5F

3/21（月・祝）

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

体験 所要時間 60分

要事前予約
（当日参加も可）

大人：1,000円  
小学生以下：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☆
【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。

街ステーション7F

3/21（月・祝） 13：00~17：00

？ facebook: 「syuka７色Room」で検索
HP: http://syuka721.meblog.biz/各4名 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） 

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

大人の女性のための素敵なセラピータイム♪
素敵な女性になるための美セラピー
美セラピープロジェクト

耳から美と健康と癒しをサポートするイヤーセラピーと、もっ
て生まれた数字とカラーで導き出す数秘＆カラーをメイン
に、月替りで大人の女性のための体験ワークを加えて開催！
今月はアロマのお香＆匂い袋と、貼るアクセサリー作りの
ワークを実施！大人の女性が楽しむ！！素敵なセラピータイム
です♪

街ステーション7F

3/26（土） 13：00~17：00

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: bitheropy.project@gmail.com当日随時受付 500円～　

デパなかホッとステーション
第28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。

3/27（日） 13：00~16：00

相談会 所要時間 30分

無料 Tel: 06-6105-5679？当日随時受付

街ステーション5F「日本のエーゲ海」からの贈り物で工作しませんか？
貝殻で遊ぼう!!由良町の自然からの
贈り物で作るフォトフレーム
由良町盛り上げ隊

貝殻を使ってフォトフレームを作成し、「日本のエーゲ海」
とも言われたすばらしい景観のある和歌山県由良町のこ
とを知ってもらうきっかけ作りを行います。

街ステーション8F

3/2（水） 13：00~16：00

500円 Mail: inoue@lgt-web.co.jp（担当：事務局 井上）当日随時受付30名程度 ？

体験 所要時間 20～30分

食生活を変えると健康になれるんです！
a-ta-sant’e 『糖質制限って何？を学ぶ会』
a-ta-sant’e ～le class de pain～ 

大学病院勤務の神経内科の先生をお招きして、糖質に
ついて学びます。日々の食生活の見直しをする事で、糖
尿病・成人病予防・ダイエットになりますよ！講演後、プチ
調理レッスンもあります。ご用意した糖質オフのお料理を
食べながらお喋り等お楽しみ下さい。

？3,000円

3/6（日） 11：00~15：00

講習会 所要時間 240分

キッチンスタジ
オ（街ステーショ

ン）

9F

20名 要事前予約 HP: http://a-ta-sante.com/（お問い合わせページ）

6日
13日

ジャイアントフラワーでつくろう！
アートな花咲く街ステーション
コティディエンヌ企画×縁活事務局

まるで自分が小さくなったみたいに作れる大きなお
花畑をみんなで作っちゃおう！アートなお花でハル
カスのお誕生日を一緒にお祝いしませんか？

3/6（日） 13：00~17：00

体験
無料 Mail: k-garden＠studio-l.org（縁活事務局）？当日随時受付

街ステーション7F

初めての方も簡単にフラワーアレンジ
プリザーブドフラワーでイースターアレンジ
フラワーサロン パラム～風～ 
プリザーブドフラワー素敵にアレンジしましょう！イース
ターアレンジで春の気分を満喫しましょう。アレンジの後
は可愛いラッピングをするのでプレゼントにも最適です。 
①13：30～ ②15：00～ （全2回）

3/13（日）
体験 所要時間 30分

街ステーション5F

街ステの学校《社会科編》
難民問題と私たちに出来ること
～疑似体験から考える難民問題～
国連UNHCR協会
日本の日常から少しだけ外の世界へ目を向けてみませんか？今回
はUNHCRの概要と難民支援の現状を知っていただきワーク
ショップを行います。ワークショップでは実際に難民となってし
まったらどういう心境になるのかという疑似体験をしていただくこ
とで、日本から出来ることを考えるきっかけにしていただければと
思います。（3/14（月）～18（金） ２階にて支援募集コーナーも）

街ステーション7F

体験・講習会 所要時間 60分

？無料 k-garden@studio-l.org （縁活事務局）当日随時受付

3/16（水） 18：30~19：30

暮らしの中に豊かな手作りの時間を取り入れましょう。
こぎん刺しBOX 手作りワークショップ
スウリル
津軽地方の伝統刺し子「こぎん刺し」の教室です。図案
を見ながら刺し、フタが窓開きの箱に仕上げます。並縫
い程度の技術があれば大丈夫。初めての方もぜひ一度
ご参加下さいね。
箱のサイズは、10×14.5×4.5㎝。
糸切りばさみがあればご用意下さい。

街ステーション7F

3/21（月・祝） 10：00~17：00

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

10名（赤5名、グレー3名、
ピンク2名）

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） 2,000円

お気軽にご相談ください
パソコンなんでも相談室
NPO法人 南大阪電脳支援集団

ご自宅のパソコンは使われずに埃をかぶっていません
か。パソコンを使わないのはもったいないです。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。

3/27（日） 13：30~16：30

相談会
無料 ？ HP: http://denno.fem.jp/

Mail: minamiosaka.denno@gmail.com当日随時受付

街ステーション5F

患者発・知る・体験するセミナー!
ピンクリボンカフェ「乳がんの告知直後の
心のサポートを考えるセミナー」
クールカフェ
テーマ「がん告知直後の心のサポート」 がんコーディ
ネーター「医療の現場でのがん告知」、心理カウンセ
ラー「家族や友人が出来るサポート」 各専門家がそれ
ぞれの立場で話します。 乳がん体験者からは、「乳がん
を患う自分の取り扱い方・私の場合」のメッセージを。講習会 所要時間 90分

？500円（資料代）要事前予約（当日参加も可）

街ステーション7F

3/27（日） 11：00~12：30

楽しく、そして健康に！
スポーツ吹矢に挑戦！
スポーツ吹矢 in あべの

スポーツ吹矢は腹式呼吸と胸式呼吸を使い、自分の息
だけで5～10m離れた的をめがけ矢を吹き、得点を競
います。ゲーム感覚で楽しみながら健康づくりとストレ
ス解消！今注目の生涯スポーツです。一度体験にご参加
ください。

3/27（日） 13：30~17：00

体験 所要時間 5分

200円（マウスピース代）
HP: http://ameblo.jp/fukiya-abeno/ 
MAIL: h-tano@wd6.so-net.ne.jp
TEL: 06-6656-8375？当日随時受付

街ステーション7F

おひるねアートでお祝いしよう!
1歳のバースデー撮影会
おひるねアート mi-co’s
3月に1歳のお誕生日を迎える赤ちゃん集まれ～!今話題のおひるねアー
トで思い出作りをしませんか? 撮影会ではママがカメラマン!お誕生日の
特別アート2種類と可愛い衣装をご用意してお待ちしております。 手形
アート&アルバムカフェの体験付きです。
◆持ち物◆・カメラ(スマホ OK)・いつものお出かけセット・お気に入りの
おもちゃやおやつ・その他着せたいお洋服などがあればご持参下さい。  
①10：00～12：00 ②13：30～15：30 （全2回）

街ステーション7F

3/29（火）

？ Blog: http://s.ameblo.jp/ohiruneart-marshmallow/
Mail: ohiruneart.marshmallowhoppe@gmail.com各4名

体験 所要時間 90～120分

要事前予約 3,000円

子どもの新たな才能を発見！
ちっちゃなアーティスト活動
NPO法人 アート教育研究所
子どもから大人まで楽しめるアートワークショップを開催し
ます。消しゴムを掘ってつくる「消しゴムはんこ」、UVレジン
を使った「お部屋に飾る雑貨」、ワックスコードの「アクセサ
リー」、自分の目標達成に、プレゼントに「プチくす玉」、子ど
も向けの「メイク、ヘアメイク講座」など。あわせて、子どもが
育みたい「８つの知能」を解説します。アートを通じて新しい
才能を発見できるかもしれません！どなたでも体験できます
ので、お気軽にお越しください。

3/27（日） 13：00~18：00

体験 所要時間 各20～30分

各300円 HP: http://www.deeppeople.jp/  Tel: 06-6479-1300？当日随時受付

街ステーション8F

農家の知恵を料理に！
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。今回のテーマは、農家ならでは
の野菜をたっぷり美味しく料理する方法についてです。
講師：農家＆フードコーディネーター 宮﨑早織
協力：金山内科クリニック、関西医科大学附属滝井病院

？3,500円

3/20（日） 13：30~15：30

体験 所要時間 120分

キッチンスタジ
オ（街ステーショ

ン）

9F

10名 要事前予約 Mail: naka@komedouraku.com

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

9F タワー館9階 キッチンスタジオ（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

2,000円 ？15名 要事前予約
（当日参加も可）

HP: http://ameblo.jp/koriku-2009/
Mail: omusubi-2005@oct.zaq.ne.jp

子どもから大人まで自分で竿を作って自分や会場でお
友達になった人の作った魚を釣って遊ぼう！14時と15
時に『大魚釣り大会』をします！！

体験
？500円当日随時受付 Mailform: http://form1.fc2.com/form/?id=843364

A-yan!!作って遊ぼう道場
魚を描いてさお作って釣ろう！
A-yan!!関西をアートで盛り上げるNPO

A-yan!!ヒーロー劇団のパンチョたかちゃんがおくる 「遊びに
来て気がついたら友達になってしまった！」 参加ゲーム。なん
と会場が丸見え！吹き抜けから脱出ゲームがよくわかります！
巷の脱出ゲームは難しいという方はぜひ！！大人向きです！
①13：00～ ②１４：00～ ③１５：00～ （全3回）

7F

体験
？500円当日随時受付 Mailform: http://form1.fc2.com/form/?id=843364

超初心者向け謎解き！宝探し！脱出ゲーム!!
海賊王秘宝を探せ!!
A-yan!!関西をアートで盛り上げるNPO

3/20（日） 13：00~16：00

3/13（日） 13：00~16：00

7F 森の広場

街ステーション

Mail: puqd0416@yahoo.co.jp
Tel: 06-6799-2928

パーソナルカラーで社会に飛び出そう！
NPO日本パーソナルカラー協会講師会 関西支部
あなたを素敵に輝かせる「色」を見つけましょう。当協会認定講師の
資格を持った「色」のスペシャリストが分析を担当します。カラ－分析
から好印象を持たれる就活メイクカラーやネクタイの選び方など、こ
れからの時期に欠かせない各種アドバイスをさせていただきます。
ぜひチャンスをつかんでください！詳しいスケジュールはHPにて。
■平日・日祝日 11：00～18：00（受付は17：30まで）
■土曜日 11：00～19：00（受付は18：30まで）

3/14（月）~22（火）
体験 所要時間 30分

1,500円 ？当日随時受付 facebook: 「JPCA講師会関西支部」で検索
Tel: 090-1134-3569（山田）

出張縁活！就活&フレッシャーズフェア催会場9F


