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失敗写真にならないための技術を学ぼう！
＜初級＞第2回：3回でカメラの使い方が
しっかり理解できる講座
ストリートアカデミー

講習会 所要時間 約95分

カメラ初心者の方も楽しんで学ぶことができる
講座です。今回はモードダイヤルの意味と使い
分け方、失敗写真の原因、手ブレの克服、露出
の意味、ホワイトバランスを学びます♫お手持
ちのカメラを持って、参加してくださいね！
３,５００円 https://www.street-academy.com１０名
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2/26(水) 18:20~19:55
2/23(日･祝) 10:30~12:20

これからの季節にぴったりの
可愛くて華やかなアクセサリーを！
本物のお花×ふわふわファーのアクセサリー
ストリートアカデミー

体験 所要時間 約90分

本物のお花とファーを組み合わせた、これから
の季節にぴったりのアクセサリー作りです。
誰でもキレイに出来るように、しっかりサポー
トいたします。

2/27(木) 18:00~19:30

7

３,７００円 https://www.street-academy.com６名 要事前予約
(当日参加も可 )

要事前予約
( 当日参加も可 )

基本を学んでカメラと仲良くなろう！
＜初級＞第１回：3回でカメラの使い方が
しっかり理解できる講座
ストリートアカデミー

講習会 所要時間 約95分

本講座は 3 回連続講座ですが、途中参加も可
能ですし、一回毎の参加も歓迎しています。今
回はカメラの扱い方、写真を楽しむ方法、フォー
カスの合わせ方とその意味、効果的な撮影の仕
方などを学びます。
３,５００円 https://www.street-academy.com１０名

7

2/12(水) 18:20~19:55
2/9(日) 10:30~12:20

要事前予約
(当日参加も可 )

街ステの学校、開講します！街ステの学校、開講します！
平日夕方開催！

× 女性のための気軽な学びシリーズ

まなびのマーケット “ストアカ”のコラボ企画第一弾として、女性向けの
おしゃれに自分磨きが出来る講座シリーズを開催します。
ストアカは、ビジネススキルから趣味の習い事まで個人が主催する教室
や講座を1万4千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。
お仕事帰りに是非気軽にご参加ください♪
下記講座を受講の方は、ストアカでのアカウント登録が必要です。
手順や詳細につきましては、ストアカHPよりご確認ください。
ストアカHP：https://www.street-academy.com/super_specials/27
講座についてのお問い合わせ：information@street-academy.com

～仕事帰りにあべのハルカスでちょっとおしゃれに自分磨き～

千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。千件以上掲載する、日本最大級のまなびのマーケットです。
ストアカ×近鉄百貨店

今年の冬も縁活でたくさん楽しもう！

体験

おひるねアート写真でスクラップブッキング！

季節の可愛いおひるねアートで撮影会をし、その
場で写真を 1 枚プリントアウト。その写真を使っ
てスクラップブッキングでさらに可愛く飾ります。
毎月撮りためていくと、素敵な成長記録のアルバ
ムになります。
①10:30-11:30 ②11:30-12:30③13:30-14:30 ④14:30-15:30

おひるねアート×スクラップブッキング

所要時間 約 60 分

2/6(木)

各回
４名

要事前予約
（当日参加も可） ３,０００円 Mail: depuis2014yukirin@gmail.com

おひるねアートマシュマロほっぺ×Kiyy’s Strings

Tel: ０９０-５９７４-６６８５（石井）

誰もが楽しめる脳活エクササイズ
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

五感を刺激しながら身体を動かすことで、爽快感の向
上、注意力アップ、手先の器用さ向上、記憶力・判断
力などの脳の機能が向上します。出来る事が目的では
なく、混乱して笑うことで脳の活性化？！ぜひご体験
ください。
①14:00～　②15:00～　（全2回）

要事前予約
（当日参加も可）

体験 所要時間 約 30 分

2/4(火)

５００円

体験

木とともだちになろう！人と木の遊び場

ＮＰＯ法人木育フォーラム
きとひろば

間伐材ヒノキでつくるデコストラップ作りや、
木の温かさに触れてものづくりを楽しめます。
大人気の木の玉プールも入れますよ♪　
最終受付 16：00

当日随時受付 ５００円～ Mail: info@mokuiku.org

2/1(土) 11:00~17:00

所要時間 約 30 分~

相談会

特製「エンディングノート」贈呈

元気なハッピー終活をススメ ( 勧め・進め ) て行
きたいと思います。皆さんに合ったハッピー終活
を一緒に考えていきましょう。支援の内容は、健康、
捨離(整理)、リフォーム、任意後見(見守り等含む)、
遺言、相続などです。相談員：行政書士、社会福祉士、
看護師ほか

第５回 フェニックス・プラン終活相談会

所要時間 約 30 分

３０名 要事前予約
（当日参加も可） 無料 Tel : ０９０－５２５７－５００４

一般社団法人　フェニックス・プラン

2/8(土)  13:00~17:00

2/29(土)  13:00~16:00

体験 所要時間 約 20 分~

チェキで撮影した写真を桃のペーパーフラワーを作っ
て飾ろう！作った作品の1つはご自宅に、もう1つは、
7 階街ステーション内の「エンカツカレンダー」に 3
月の縁活スケジュールとともに1ヶ月間展示します。
また、桃の花（阿倍野区の花）の飾りをつけた妖精【あ
べのん】も遊びにきます！
＜登場時間＞①13：00-　②14：00-　③15：00-　
（全3回：各約30分程度）

月イチワークショップ deフォトフレーム
桃のペーパーフラワーで写真を飾ろう
縁活CSRボランティア×阿倍野区役所

３００円 Mail: k-garden@studio-l.org当日随時受付

月イチワークショップは、縁活ボランティアが企画した新たな試み！ 7 階街ス
テーションに設置の縁活のマンスリースケジュールをお知らせするボランティ
ア手作りの「エンカツカレンダー」。
月イチワークショップでは、毎月テーマを変えながら、この「エンカツカレン

＼月イチワークショップ、 開催中！／＼月イチワークショップ、 開催中！／

縁活キャラクター　はるにゃん

ダー」を飾る絵ハガキなどを制作するワークショップを
実施していきます！また、一緒に縁活を盛り上げていた
だける縁活ボランティアメンバーも大募集してますので
お気軽に参加してくださいね♪ 

Mail: t.sanda@heart.ocn.ne.jp当日随時受付

目の前のテーブル上で、トランプ・コップ・ロー
プ等を使った不思議なマジックを披露します。
マジックを観ての驚きは子どもから大人まで同じ
です。
ぜひお立ち寄り、マジックを楽しんでください。

えっ、なんで、不思議だなぁ
魅せるテーブルマジック
旭マジシャンズクラブ

体験 所要時間 約 15~30 分

無料

2/2(日)  13:00~17:00

体験

本からひろがる世界を楽しみましょう!

「読み聞かせ」=「インプット」とその印象が新鮮
なうちに、「工作や表現の創作」=「アウトプット」
をたのしみます。こども優先ですが、童心に返っ
ておとな方の参加も歓迎です。*写真は12月に行っ
た「ゴムあたまぽんたろう」と音が鳴る工作です。

おはなし&つくる会

所要時間 約 30 分

２０名 要事前予約
（当日参加も可） 無料 Mail: kjichin@gmail.com

声フェス地鎮

2/8(土)  14:00~16:00

ペーパークイリングでバレンタインカードを作り
ませんか？作った作品の 1 つはバレンタインのプ
レゼントに添えて大切な人にプレゼント♡もう 1
つは、7 階街ステーション内の「エンカツカレン
ダー」に 2 月の縁活スケジュールとともに 1ヶ月
間展示します。

月イチワークショップ deバレンタイン
バレンタインカードを作ろう♡
縁活ＣＳＲボランティア

１００円 Mail: k-garden@studio-l.org（縁活事務局）当日随時受付

2/1(土)  13:00~16:00

体験 所要時間 約 20分~

森の広場7

上町台地界隈の情報紙「うえまち」は毎
月末に最新号を掲載しています。あわせ
て「うえまち」最新号の新聞も配架して
います。

ハルカスにデカうえまち
上町台地界隈の情報紙
うえまち展示
ＮＰＯ法人まち・すまいづくり

展示

Mail: uemachi@machi-sumai.com

4 ウォールギャラ
リー

2/1(土)～ 2/29(土)

体験

きんてつパパママキッズタイム、はじまります！

パパママキッズタイム×縁活事務局
みんなの子育てフェア8

近鉄百貨店が子育て世代に向けてスタート
する「パパママキッズタイム」。
「まなぶ」、「たのしむ」、「つどう、つながる」
をキーワードに、近鉄百貨店各店で様々な
イベントを開催していきます。
今回は縁活とのコラボ企画として、子育て
世代の悩み、困りごとにフォーカス！
みんなで悩みを共有し、楽しみながら解決
のヒントを見つけませんか？
パパ、ママ、キッズ etc、ご家族みんなで
お越しください！

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

2/22(土) 10:30~15:00

所要時間 約 15 分~

＜実施内容＞
・大阪府助産師会による育児悩み相談会など　　　参加費：無料
・城南学園高校による布おむつ体験・手遊び体験　参加費：無料
・帝塚山大学による食育イベントなど　　　         鑑賞費：無料
・クリエイティブプロジェクトよる
   子育て世代のママ向けカラー診断　　　　　　  参加費：1000 円
・ハンドケア to heart ～手から心へ～による
　ハンドケアトリートメント　　　　　　　　　  参加費：500 円

8

※ 2月5日（水）：地2階～11階は朝10時→夜7時
※ 2月8日（土）→13日（木）：地2階～2階とウイング館9階催会場は朝10時→夜9時

8

体験

木とともだちになろう！人と木の遊び場

ＮＰＯ法人木育フォーラム
きとひろば

間伐材ヒノキでつくるデコストラップ作りや、
木の温かさに触れてものづくりを楽しめます。
大人気の木の玉プールも入れますよ♪　
最終受付 16：00

当日随時受付 ５００円～ Mail: info@mokuiku.org

2/2(日) 11:00~17:00

所要時間 約 30 分~

8
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9 体験 所要時間 約 60 分

Tel: ０９０-５６４５-５５７３

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
自然を感じておそとでアハハ♪

当日随時受付

空・太陽・雲・風を感じながら体を動かし「ハ
ハハ♪」と声を出します。
笑うことで息を吐き体に酸素を取り入れ健
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。※雨天中止

５００円

ハルカスウイングガー
デン

10

2/13(木)   10:30~11:30

体験 所要時間 約 60 分

Tel: ０９０-５６４５-５５７３

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
自然を感じておそとでアハハ♪

当日随時受付

空・太陽・雲・風を感じながら体を動かし「ハ
ハハ♪」と声を出します。
笑うことで息を吐き体に酸素を取り入れ健
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。※雨天中止

５００円

ハルカスウイングガー
デン

10

2/27(木)  10:30~11:30

Tel: ０９０-５９７４-６６８５（石井）

誰もが楽しめる脳活エクササイズ
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

五感を刺激しながら身体を動かすことで、
爽快感の向上、注意力アップ、手先の器用
さ向上、記憶力・判断力などの脳の機能が
向上します。出来る事が目的ではなく、混
乱して笑うことで脳の活性化？！ぜひご体
験ください。
①14:00 ～　②15:00 ～　（全 2回）

要事前予約
（当日参加も可）

体験 所要時間 約 30 分

2/22(土)  

５００円 １０名

体験

脳と体が喜ぶ！自然な笑いのトレーニング
スリー A フレイル予防ゲーム
一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム

スリー A は 20 年前から実績のある日本生
まれの認知機能向上トレーニングです。単
純に脳を働かせるトレーニングというだけ
ではなく、身体的・精神的、特に社会的に
向上させることに重きを置くため、現実的
な若返りにつなげていきます。

2/25(火)

無料 Mail: mail@niyokatsu.com  

所要時間 約 90 分

10:30~12:00 

当日随時受付

がんはとても身近な病気です！
知って得するあなたの 「がんライフ」
NPO法人つながりひろば

あなたが、あるいはご家族が、がんと言われたとき相
談できる所はありますか。「どこの病院で治療します
か」「治療はどのようにしますか」、病気と向き合って
いく上で選択や判断を必要とすることがたくさんあり
ます。自分らしく病気と向き合うために、知っておき
たいことをお伝えします。
体験コーナー：ハンドケア、深呼吸ヨガ

体験・説明会

2/19(水)  13:00~17:00

３０名 無料 Mail: tsunagari.2017@gmail.com当日随時受付

体験・鑑賞

NPO法人ななの絵本
みんな　きてきて！　ななの絵本

8

絵本の読み聞かせボランティア活動など年
間 60 件のイベントを開催する「NPO 法人
ななの絵本」による親子参加型絵本の読み
聞かせ会です。手遊びやお歌になぞなぞク
イズを交えて楽しい時間を過ごしましょ
う。

当日随時受付 無料 HP : http://nananoehon.jp/

所要時間 約 120 分

子どもゆめ基金助成活動

2/16(日)  14:00~16:00

　５０名

Mail: kicoka33@gmail.com当日随時受付

悩んでいるというほどではないけど誰かに話を
聞いて欲しい。そんなときはありませんか？産
業カウンセラーの資格を持つ私達があなたのお
話をお聴きします。簡単なチェックシートでで
きる「エゴグラム」性格診断と無料カウンセリ
ングです。お気軽にお越しください。

関西プロボノの会 ＫＩＣＯＫＡ３３（キコカサンサン）

体験 所要時間 約 15 分

無料

2/16(日)  13:00~16:30

簡単なチェックシートとカウンセリングで
自分の性格を知りましょう！
性格診断と無料カウンセリング｢傾聴屋｣

体験

子どもゆめ基金助成活動

てんもんぶ
てんもんぶの移動科学館

8

科学館などへ出向かないとみることができなかっ
たプラネタリウムやサイエンスショーをそのまま
丸ごと持ち出してお楽しみいただきます。また身
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・実験教室を開催。マンツーマンに近い
形で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。お楽しみに！
※受付は16:00まで

当日随時受付 各１００円～３００円程度
サイエンスショーは無料 Mail: info@tenmonbu.com 

所要時間 約 15～40 分

2/9(日)  10:30~17:00

体験・相談

私らしく生きたいけど「私らしさ」って何だ
ろう？その答えは、日々のストレスの中に隠
れています。感情エネルギーを探り、新しい
自分を見つけませんか？物理学ベースの心の
技術の、最先端の手法を体験して下さい。
①ミニ講座 13:30 ～ 14:30　
②対談 14:30 ～ 15:00
③個別カウンセリング体験　15:00 ～ 16:00

私らしく生きるために必要なこと
心の健康ワークショップ＆
カウンセリング体験会
NPO法人日本予防医療ネットワーク

2/23(日・祝)  13:30~16:30

Tel: ０８０-５３２４-２７５８（綿貫）カウンセリング５００円１２名 要事前予約
（当日参加も可）

7

体験 所要時間 約 20 分

肌をきれいにみせる色がわかる「カラー診
断」＋似合うファッションスタイルがわか
る「顔タイプ診断」
2 つの診断を組み合わせておしゃれ上手に
変身できる、あなただけのファッションレ
シピをお渡しします。

おしゃれ上手なわたしになる～ファッションレシピ～
ＣＲＩＰお悩み相談室
クリエイティブ プロジェクト

2/28(金)  13:00~16:00

Mail: info@polarcolor.net１,０００円２０名 要事前予約
（当日参加も可）

Mail: t.sanda@heart.ocn.ne.jp当日随時受付

目の前のテーブル上で、トランプ・コップ・ロー
プ等を使った不思議なマジックを披露します。
マジックを観ての驚きは子どもから大人まで
同じです。
ぜひお立ち寄り、マジックを楽しんでくださ
い。

えっ、なんで、不思議だなぁ
魅せるテーブルマジック
旭マジシャンズクラブ

体験 所要時間 約 15~30 分

無料

2/23(日･祝)  13:00~17:00

働き者の手を私達の手で優しくケア
* Ｈａｎｄ Ｃａｒｅ *手から心へ
癒しのハンドケアトリートメント
ハンドケア to heart ～手から心へ～

いつも何気なく使っている手、働き者の手を
私たちの手でケアさせて下さい！楽しくお喋
りしながらあっという間の 15 分で手も心もリ
ラックス！気分転換、ストレスからの解放に
より心身がほぐれ疲労緩和。触れることによ
り愛情ホルモンとよばれるオキシトシンが分
泌されます。予約なしでどなたでも受けてい
ただけます。　※ 受付終了 16:30

体験 所要時間 約 15 分

2/25(火)  10:00~17:00

当日随時受付 ５００円 Mail: handcare.makii@gmail.com当日随時受付

子育てファミリーワークショップ

育プロ＆あったかファミリー
家族でイキイキ　豊かな心を育もう

8

オカリナ演奏、お歌、演劇、身体を動かしてみん
なでコミュニケーション、ライブ、ラップで百人
一首、絵本の読みきかせ、ナインブレイク、工作
など、親子で、家族みんなで楽しみましょう。体
験参加型で、お子さん達の想像力、思いやり、感性、
コミュニケーション能力といった豊かな心を育み
ます。将来のお子さん達のイキイキと生きづく力
に繋がればと思います。

2/15(土) 11:00~16:30

３０名 一部有料 Tel: ０６-６３９４-５１３７

体験・鑑賞 所要時間 約 50 分

当日随時受付

当日随時受付

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
て簡単にかわいらしい動物、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？
16時 30 分受付終了。体験 所要時間 約 30 分

Mail: ak5768nzap@icloud.com５００円

5

2/9(日)  13:00~17:00

講習会

逆境力。折れない心を手に入れる！
WADA 式陽転トレーニング講座
陽転エデュケーター　大阪チーム

人生、山あり、谷あり。いろんなことがお
こります。
この講座では、心の支え方がわかります。
何があってもしなやかに立ち直る。
物事の見方を変えると、自分にとって良い
方向へ進んで行くことができます。

2/11(火・祝)  10:30~12:30

所要時間 約 120 分

要事前予約 ３,３００円 Mail : toitoitoi3737@gmail.com８名

7

体験

自分の足のことを知る 1日

日本足育プロジェクト協会
足育　足から元気になろう！

8

毎年人気のかけっこ教室、足の計測＆相談＆ス
タンプ、足育講座、足博士クイズ、天然木の屋
内遊具ブレキエーションで遊ぼうなど、2/10
フットの日にちなんだ毎年恒例の足育イベン
ト。ご家族みなさんでご参加ください。

かけっこ教室 ①11:30～②13:30～
各定員１０名（事前申し込み）

当日随時受付 かけっこ教室･足の測定･スタンプ各５００円
他は無料 Mail: info@ashiiku-pj.com

所要時間 約 15～30 分

2/11(火・祝)  10:00~15:00

展示･鑑賞

毎年２月の最終日はＲＤＤ
ＲＤＤ大阪２０２０
ＲＤＤ大阪実行委員会

毎年２月最終日に「世界希少・難治性疾患
の日（ＲＤＤ：Rare Disease Day） 」として、
世界中でめずらしい希少難病に想いを寄せ
る日。治療の向上を願い、病気への理解を
深めましょう。今年は元読売テレビアナウ
ンサーの清水健さんが来てくれます。

2/29(土)  11:00~17:00

所要時間 約 30 分

無料 Facebook : https://www.facebook.com/RDDosaka

7

当日随時受付

聞くこと・知ることは、安心に繋がります
がんになった時の
お金と暮らしのサポートコーナー
 一般社団法人がんライフアドバイザー協会

がんになっても自分らしく過ごせるように！
看護師、社会福祉士、FP など有資格者が、がんの正
しい知識や、がんになった時のお金や仕事のことなど、
わかりやすくお話します。サポート団体の紹介や個別
相談もお受けします。深呼吸ヨガやハンドケアなど体
験をして頂けます。

体験・相談

2/24(月・振)  13:00~17:00

無料 Mail: gla@show.ne.jp当日随時受付

8

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！

体験 所要時間 約 15 分~

5

2/9(日)  13:00~17:00

Tel: ０９０-７５５７-８１１６（堤）無料当日随時受付

体験

本からひろがる世界を楽しみましょう!

「読み聞かせ」=「インプット」とその印象
が新鮮なうちに、「工作や表現の創作」=「ア
ウトプット」をたのしみます。こども優先
ですが、童心に返っておとな方の参加も歓
迎です。*写真は本と工作の例です。

おはなし&つくる会

所要時間 約 30 分

２０名 要事前予約
（当日参加も可） 無料 Mail: kjichin@gmail.com

声フェス地鎮

2/15(土)  14:00~16:00

7

体験

本からひろがる世界を楽しみましょう!

「読み聞かせ」=「インプット」とその印象
が新鮮なうちに、「工作や表現の創作」=「ア
ウトプット」をたのしみます。こども優先
ですが、童心に返っておとな方の参加も歓
迎です。*写真は本と工作の例です。

おはなし&つくる会

所要時間 約 30 分

２０名 要事前予約
（当日参加も可） 無料 Mail: kjichin@gmail.com

声フェス地鎮

2/16(日)  14:00~16:00

7

体験

本からひろがる世界を楽しみましょう!

「読み聞かせ」=「インプット」とその印象
が新鮮なうちに、「工作や表現の創作」=「ア
ウトプット」をたのしみます。こども優先
ですが、童心に返っておとな方の参加も歓
迎です。*写真は本と工作の例です。

おはなし&つくる会

所要時間 約 30 分

２０名 要事前予約
（当日参加も可） 無料 Mail: kjichin@gmail.com

声フェス地鎮

2/22(土)  14:00~16:00

7

あべの・天王寺、新今宮・新世界、四天王寺、
上本町の４つのエリアがまるっとどん
ちゃん騒ぎに！マルシェやステージなど
様々なイベントがエリアに出現！
縁活も今後「ええやん　まちフェス」に
参加予定です！
どうぞお楽しみに！ ↑詳細はこちら

25要事前予約
（当日参加も可）１０名

講習会

デジタルアレルギーを解消しよう！
いまさら聞けないスマホ講座
一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム

アルファベットやカタカナ言葉がよくわか
らない方こそ、楽しく学べます！デジタル
トラブル解決プロフェッショナルが講師な
ので、こんなこと聞いていいかな？も大丈
夫です。続けることで楽しい！使いこなせ
るって気持ちいい！になっていきます。

５００円 Mail: mail@niyokatsu.com  

所要時間 約 60 分

2/25(火) 14:00~15:00 




