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アートに出会うステキな一日 さかさまスクール、開校します！ 家族に”ありがとう“を伝えよう！ 縁活ではじめる健康生活！ みんなで遊ぼう！遊びつくそう！

あべのハルカス近鉄本店で行う「縁活」は、百貨店を “街のような場” にする取り組
みです。これまでは買い物をする場だった百貨店を、ヒト・モノ・コトが集まって、
気軽に学び、出会う場所となるように、市民活動団体やボランティア・地域の方々・
百貨店・そしてお客さまが一緒になって、日々の暮らしや社会をちょっとよくする活
動を、楽しみながら継続しています。
縁活は 2018 年 6 月で 5 周年を迎えます。その節目をみんなで盛り上げようと、ボラ
ンティアが立ち上がりました。縁活活動団体のみなさんと何度もミーティングを重ね、
誕生月である 6 月の毎週土曜日に、5 つのテーマにもとづいたプログラム「縁活 5th 
PARTY」を開催することになりました。たくさんの人に楽しんでもらえる縁活のエッ
センスがたっぷり詰まった 1ヶ月。ぜひ一度足を運んでみてください！
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ベルの音を聞こう、鳴らしてみよう

“天使の声” と言われるベルで、楽しい音楽を奏で
ます。実際に鳴らしてみる体験会もあります！

ベルリンガーズ” ミルフィーユ”

なし

Tel : 06-6713-0558当日随時受付

 なし

所要時間
鑑賞

約 30~45分

（演奏会）①11:00 ～　②15:00 ～
（体験会）　15:30 ～

縁活 CSR ボランティア×A-yan!! 関西アートを盛り上げるNPO×あったかファミリー運動

RPG 体験型スタンプラリー「エンカツクエスト」があべのハ
ルカスに登場！平和な「エンカツ王国」が、ある日突然「闇
の魔王」にのっとられた！街ステーションをめぐり、魔王を
封印する魔法陣のカケラと仲間を集める大冒険へ出発しよう。
王国を救うのは君だ！

日程　6/2・9・16・23・30（土）10:30 ～ 18:00（最終受付 17:30）
場所　7F 森の広場　

バルーンで家族に
プレゼントをつくろう！

色とりどりのヘリウム風船にお絵描き。メッセー
ジカードをつけて家族にプレゼントしよう！

関西バルーンアート協会MAMAS’ HOUSE

500円
Tel: 080-4767-0111（高木）
FAX: 06-6576-5277当日随時受付

なし

体験

10:00 ～ 13:30

親子で対決！チャンバラ合戦！

あべのハルカスが合戦場に！親チーム VS 子ども
チームのチャンバラ合戦！勝つのはどっちだ！？

NPO法人 ゼロワン

1000円
申し込み : http://chambara-harukas.peatix.com 
Tel: 090-1919-8591（担当：池嶋）要事前予約

10名

①11:00 ～ 12:00　②13:00 ～ 14:00
③15:00 ～ 16:00

指人形で家族にありがとう！

指人形をつくって、一緒に人形劇を発表しよう！
ステージで歌ってありがとうを伝えよう！

あったかファミリー運動

100円

Mail: mail@attakafamily.com当日随時受付

 なし

体験

10:00 ～ 13:30
人形劇①11:00～　人形劇②13:00～

里親ってなぁに？

里親制度について気軽に学んでみませんか？シュ
シュづくりワークショップや人形劇も行います。

里親いろいろ応援団

100円

Mail: fureai-osaka@nifty.com当日随時受付

100名

所要時間
体験

約 15分

10:00 ～ 13:30
人形劇①11:00～　人形劇②13:00～

親子で体験！ジャカジャカ忍者教室

親子で忍者修行をしよう。身の回りのもので、忍
者道具を作ったり、忍者の歩き方を学びます。

ジャカジャカ忍者

1000円

Mail: toiawase@jyakanin.com当日随時受付

 各回10名

所要時間
体験

約 40分
①14:30～ ②15:30～ ③16:30～

杉BOXの
型染め・お絵描きワークショップ

杉 BOX に、自然塗料の型染めやお絵描きをして、家
族へのギフトにもなる、オリジナル Boxを作ろう！

NPO法人　もく ( 木 ) の会

500円
Tel: 06-6615-5117
Mail: satomi-moku@globe.ocn.ne.jp当日随時受付

30組

所要時間
体験

約 20分

14:30 ～ 18:00

家族で色を楽しみましょう

パーソナルカラー診断で、あなたを輝かせる「色」
を見つけましょう。ぬり絵コーナーもあるよ。

NPO日本パーソナルカラー協会 関西支局

1500円

Tel: 090-1134-3569 （山田）当日随時受付

なし

所要時間
体験

約 25分
14:30 ～ 18:00

おひるねアート×スクラップブッキング

お子さまのかわいい姿をおひるねアートに残し、
スクラップブッキングでかわいく飾りましょう。

おひるねアート mi-co's ×
スクラップブッキング　Kiyy's　strings

1000円

Mail: depuis2014yukirin@gmail.com要事前予約
（当日参加も可）

  各回４組

所要時間
体験

約 15分

10:00 ～ 13:30

家族 de アロマを楽しもう！

父の日に向けて、お父さんが好きそうな香りのス
プレーやバスソルトを作ってみましょう。

かおりのひろば

500円～

Mail: k_ffukumoto@yahoo.co.jp当日随時受付

なし

10:00 ～ 13:30

ハンドケアトリートメント

ハンドケアで手も心もリフレッシュ♪この日は実
践講座も実施します。

ハンドケア  to heart ～手から心へ～

500円

Mail: handcare.to.heart@gmail.com当日随時受付

なし

所要時間
体験

約 20分

所要時間
体験

約 15分~

10:00 ～ 13:30

おせっかいで広げる「ありがとう」の輪

困っている人を手助けできるジェスチャーゲーム
や、様々な国の「ありがとう」を覚えて遊ぼう！

大阪おせっかい研究所

100円

Mail: osekkai.lab@gmail.com当日随時受付

10名

所要時間
体験

約 15分
①15:00 ～　②16:00 ～　③17:00 ～

世界難民の日 - 家族の物語 -

6 月 20 日の「世界難民の日」に想いを寄せて、世
界の家族の物語や難民支援活動を紹介します。

国連UNHCR協会

無料

Tel: 0120-540-732当日随時受付

 なし

所要時間
講習会

約 10分
14:30 ～ 18:00

寺子屋てならい教室

書道の師匠が相手に文字を書き教える「倒書」を 2
人一組で体験。お一人での参加も大歓迎です。

ピクニック書道

100円/人

Tel: 090-3703-4493要事前予約
（当日参加も可）

各回6組

所要時間
体験

約 40分
①14:30 ～ ②15:30 ～ ③16:30 ～

あべのを知ろう展７

あべのの魅力スポットやまちあるきの様子をご紹
介！あなたのおすすめスポットも教えてね！

縁活ボランティアMAPチーム×あべのって
×エリーニ・ユネスコ協会×阿倍野区役所

なし

Mail : k-garden@studio-l.org当日随時受付

 なし

所要時間
展示

約 30分~

10:00 ～ 13:30

足あとを残すノートづくり

これまでの自分を言語化して振り返る「リフレク
ションノート」で、楽しく過ごしましょう。

NPO法人 周話

500円
Tel: 06-6655-0619
Mail: info＠npo-syuuwa.jp当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 30分~
10:00 ～ 13:30

親子のこころが分かる心理学

さまざまなものを切り貼りして作品を作りながら、
親子で心理学を楽しく体験しよう！

こころと絆プロジェクト

500円

Mail: makomako5757@gmail.com当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 30~50分

10:00 ～ 13:30

遊んでつくって防災ワークショップ

遊んでつくるワークショップを通して、楽しみな
がら防災に役立つ知識が身に付きます！

ひまわり架け橋プロジェクト

100円

Mail: k-garden@studio-l.org当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 30~50分

14:30 ～ 18:00

テーブルマジックレッスン

マジックの仕掛けを手解きします！マジシャンに
なってみんなをびっくりさせてみませんか？

おおさかマジッククラブ

100円

Mail: k-garden@studio-l.org要事前予約
（当日参加も可）

  各回6名

所要時間
講習会

約 50分
①14:30 ～　②15:30 ～　③16:30 ～

ともだちワークショップ　ともだち広場

みんなで描く、壁面アート。そこに自分のお面を
かざって、「ともだち広場」をつくっちゃおう！

南北コリアと日本のともだち展×コティディエンヌ企画

無料

Mail: osaka@tomodachi10.net当日随時受付

なし

体験
11:00 ～ 18:00

手づくりオカリナにアートしよう！

素焼きされたオカリナに絵を描こう！簡単なオカ
リナ演奏のコツを教えるレクチャーもあるよ。

NPO法人シニア自然大学校オカリナコミュニティを創る会　

500円～2000円

Tel: 090-3612-5121当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 30分

ワークショップ 10:00-13:30
演奏会（鑑賞）    12:00-12:10

雨の日が楽しくなるプチアート体験

パステルアートとステンシルの手法を使って、雨
や虹を使った小さい絵を楽しく描いちゃおう！

atelier lindenbaum

300円

Mail: lindenbaumstore@gmail.com当日随時受付

各回5名

所要時間
体験

約 20分
10:00 ～ 13:30

きものカフェ

てづくりのオリジナル和綴じのノートを作ってみ
よう！とっておきの一冊になるハズ！

縁活きもの部

100円

Mail: k-garden@studio-l.org当日随時受付

10名

所要時間
体験

約 30分
14:30 ～ 18:00

カラフル石鹸のお花で描くアート

色と香りを楽しめる、せっけん素材のお花を使っ
て、アジサイを描きましょう！

クリエイティブプロジェクト

500円

Mail: info@polarcolor.net当日随時受付

20名

所要時間
体験

約 30分
14:30 ～ 18:00

手作りオカリナミニコンサート

あたたかな音色を奏でるオカリナのミニコンサー
ト！健康に良いオカリナの魅力もご紹介します。

NPO法人シニア自然大学校
オカリナコミュニティを創る会　

無料

Mail: azumayukio@nike.eonet.ne.jp当日随時受付

なし

12:00 ～

かんたんゲームで楽しく健康に！

けん玉など、３種類のレクレーションをご用意し
ました！みんなで遊びながら楽しく汗を流そう！

NPO法人 ILD プロジェクト

無料
Tel: 090-7354-2760　FAX: 06-6717-2967
Mail: illd@crux.ocn.ne.jp当日随時受付

なし

体験
10:00 ～ 13:30

ハルリンピックでめざせ金メダル！

楽しく健康測定ができちゃう「ハルリンピック」
を開催！ “はるにゃん体操” もお楽しみに♪

NPO法人  MY フィットネス道

無料

Mail: info@my-fitnessdo.com当日随時受付

なし

体験
14:30 ～ 18:00

脳のワクワク体操『シナプソロジー』

五感や脳を刺激する体操「シナプソロジー」で、
頭と身体の体操を楽しくしてみよう！

こころ・からだ・すこやか体操企画

無料
Tel: 090-5974-6685
Mail: ishii@sukoyaka-taiso.com当日随時受付

10名

所要時間
体験

約 10~15分

14:30 ～ 18:00

楽しく健康に！スポーツ吹矢に挑戦！

毎回大人気のスポーツ吹矢。縁活 5thPARTY では
特別に認定証もプレゼント。めざせ、免許皆伝！

日本スポーツ吹矢協会　大阪あべの支部

200円
Tel: 090-1225-1455
Mail: keitytano50@yahoo.co.jp当日随時受付

なし

所要時間
体験

約 5分
14:30 ～ 18:00

疲れを吹き飛ばす
オリジナルハーブティーを楽しもう！

「ローゼル」のオリジナルブレンドハーブティーを
試飲しながら、ハーブについて学びましょう！

農と美の研究会×生活の木

500円

Mail: naka@komedouraku.com要事前予約
（当日参加も可）

各回１０名

所要時間
講習会

約 45分

①11:00～　②12:30～

フレッシュハーブでバスソルト作り

フレッシュハーブを選んで、お風呂でリラックス
できるハーブバスソルトづくりをしましょう！

NPOジャパンハーブソサエティ大阪支部

500円
Tel: 06-6652-1133
Mail: sarara.796@gmail.com当日随時受付

50名

所要時間
体験

約 10~15分

10:00 ～ 13:30

心と身体のコリをほぐすレッスン

簡単にできるセルフ・ケアのポイントをお伝えし
ます。心と体を感じるワークでリフレッシュ！

NPO 法人セルフ・カウンセリング普及協会

300円　小・中学生100円

Tel: 090-5247-3924（佐藤）当日随時受付

なし

所要時間
講習会

約 30分
10:00 ～ 13:30

「エコラージュ®」で、心を元気に！

雑誌やチラシを切り貼りするだけなのに、こころ
スッキリ、なりたい自分が見えてきます！

一般社団法人日本マインドヘルス協会

お一人様2000円　ペア価格お一人様1500円
Tel: 06-6764-0875
Mail: info@jamha.org当日随時受付

6名

所要時間
体験

約 120分
14:30 ～ 18:00

だれでもできる！傾聴講座

産業カウンセラー有志の会ＫＩＣＯＫＡ３３が体
験型ミニ傾聴講座を特別開催します。

関西プロボノの会 KICOKA33

無料

Mail: kicoka33@gmail.com当日随時受付

なし

14:30 ～ 18:00

ごっこあそび

所要時間
体験

約 30分
①13:00～ ②14:00～
③15:00～ ④16:00～

各回6名

「防災ポシェット屋さん」になろう

好きなお菓子で「防災おかしポシェット」を
つくるよ。お菓子は緊急時に食べよう！

一般社団法人おいしい防災塾

500円

http://oishi-bosai.com/当日随時受付

各回6名

「ペーパーアート作家さん」になろう

好きな色や柄の紙を選んで動くオブジェ「ペー
パーアート」をつくろう。インテリアに最適です。

Bicera Project

500円

Mail: bicera.project@gmail.com当日随時受付

各回10名

「さをり織りのハタオリ屋さん」になろう

好きな糸を選んで織ってさをり織りのペア
コースターをつくろう。おうちで使ってね！

NPO法人さをりひろば

500円
facebook: 「saoritoyosaki 」で検索
Tel: 06-6376-0410当日随時受付

なし

「飾り屋さん」になろう

アイロンビーズや香りポッドなどオリジナル
のアクセサリーや飾り物を作ろう。

NPO法人 DeepPeople

500円
Tel: 06-6479-1302
Mail: taiken@deeppeople.jp当日随時受付

各回8名

「お花屋さん」になろう

色とりどりのガーベラを使って世界に一つの
“お花ケーキ” をつくろう。

はなあそび～noae♪～花育 de笑顔

500円

Mail: hanaasobi.noae@gmail.com当日随時受付

舞台に上がって楽しむ朗読と劇

見ているだけで終わらない体験参加型の朗読と劇
体験！舞台の上で自分を表現してみませんか？

あったかファミリー運動 /ななの絵本

なし

Mail: tss7rose@gmail.com当日随時受付

なし

所要時間
体験

約 30分
10:30 ～ 13:30

吉野ヒノキでデコストラップ作り

毎月のきとひろばでお馴染みのデコストラップ作
りワークショップを開催します！

NPO法人 木育フォーラム

500円～
Tel: 06-6115-6919
Mail: info@mokuiku.org当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 30分~

14:30 ～ 18:00

インカストロサファリ

知育ブロックで生き物をつくってみよう！ブロッ
クの組み方は自由自在。想像力を育もう！

ジャングルジム

100円
Tel: 06-6842-7038
Mail: info@incastro.jp当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 30分~
14:30 ～ 18:00

アルハープと仲間たち～DEAI～

アルハープやクワイアチャイムなど、
音を通して人の輪が膨らむ体験＆参加型演奏会です。

AruHarp（アルハープ）

なし

Mail: lesson@aruharp.jp当日随時受付

 なし

所要時間
観賞

演奏 約 60分
体験 約 15分

演奏会（鑑賞）13:00-
アルハープ＆チャイム体験会①14:00-  ②14:15-

頭脳派ゲーム「たほいや」

TV 番組にもなった、広辞苑を使った知的ゲーム「た
ほいや」で言葉の意味を推理してみよう！

卓上ゲーム会プレイス

無料

Mail: yasui.ryo@g.wakayama-u.jp当日随時受付

  6名

所要時間
その他

約 30分
14:30 ～ 18:00

七夕遊びで自然にふれよう

本物の笹・竹を使って七夕遊び！七夕飾りや竹ぽっ
くり、自然クラフトで作って遊んで楽しもう！

NPO法人里山倶楽部

500円
Tel: 072-333-0309
Mail: sasayuri@satoyamaclub.org当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 5分～
10:00 ～ 13:00

なつかし昔遊び

お手玉、紙風船、福笑い。大人には懐かしくて、
子どもには新しい日本の昔遊びを楽しもう！

NPO法人 ILDプロジェクト

100円
Tel: 090-7354-2760　FAX: 06-6717-2967
Mail: illd@crux.ocn.ne.jp当日随時受付

 なし

所要時間
体験

約 15分～
14:30 ～ 17:00

絵手紙で七夕

かわいい短冊に絵手紙を書いて七夕を彩ろう。は
じめての方にも絵手紙の基本から教えます。

NPO法人ふれあい広場コスモス

200円

Tel: 070-5344-1882（藤田）当日随時受付

なし

所要時間
体験

約 15分
10:00 ～ 13:00

en オリジナル “がま口” 作り

お気に入りの柄を選んで、これからの浴衣シーズ
ンにぴったりなかわいいがま口小物をつくろう。

Bicera Project

1300円～

Mail: bicera.project@gmail.com当日随時受付

なし

所要時間
体験

約 30分～
15:00 ～ 18:00

てづくり職人さんになって、オリジナル商品を作
ります。作った商品は会場内の屋台に並べてお客
さんに商品を紹介し、「ごっこあそび」を楽しもう！

所要時間
体験

約 60分

所要時間

約 30分

所要時間
鑑賞

約 30分

ふまねっと運動

高齢者の歩行機能改善のために生まれた「ふまねっ
と運動」。大人も子どもも一緒に楽しめます！

NPO法人ふまねっと

無料
Tel: 090-3849-8931
Mail: t1117s@themis.ocn.ne.jp当日随時受付

10名

所要時間
体験

約 20分
10:00 ～ 12:30

所要時間
体験

約 30分

Mail : k-garden@studio-l.org当日随時受付無料

「アート × 出会い」をキー
ワードに、「見る」だけじゃ
ない、「体験できる」楽しい
プログラムがもりだくさん！

学校では “学べない” ことが
“学べる”「さかさまスクー
ル」。楽しく、新しい
発見があるはず！

「家族」がテーマの一日。
家族で一緒に参加して、
大切な思い出をつくり
ませんか？

カラダもココロも元気に
なる楽しいプログラムが
ラインナップされる一日。
楽しく健康になろう！

“ものづくり” “体験”
“ゲーム”。こどもも大
人もみんなで遊ぼう！
遊びつくそう！


