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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～

ストアカ×近鉄百貨店

誰も教えてくれない大人のマナー
熨斗(のし)の世界を学ぼう
ストリートアカデミー

講習会 所要時間 約75分

「誰も教えてくれない大人のマナー♥熨斗 ( の
し ) の世界を学ぼう」
入学・引っ越し・職場の異動など御祝いや頂き
ものの多い季節！
学校では習わない熨斗 ( のし ) についてお返し
の仕方や、お渡しの仕方など元百貨店の販売員
が解りやすく説明します。この機会に学びま
しょう！！」

3/19(木) 18:30~19:45
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１,８００円 https://www.street-academy.com６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

3/1(日) 15(日)29(日)  
13:00~
17:00

体験

本からひろがる世界の楽しみ

「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月の本とつくったもの。

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

3/1(日)  14:00~16:00

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。

①10:30-11:30 ②11:30-12:30 
③13:30-14:30 ④14:30-15:30

おひるねアート×スクラップブッキング

所要時間 約 60 分

3/5(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

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。

3/8(日)  13:30~15:30

所要時間 約 120 分

要事前予約 ３,３００円 Mail : toitoitoi3737@gmail.com８名
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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
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3/25(水) 18:20~19:55
3/22(日) 10:30~12:20

要事前予約
(当日参加も可 )

感動を伝えるための技術を学ぼう！
＜初級＞第3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

今回は、相手に感動を伝えるための構図や
配色の工夫、　写真を楽しく続けていく方法
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！各講座の詳細はスト
アカのサイトからご確認ください。

３,５００円 https://www.street-academy.com１０名 要事前予約
(当日参加も可 )
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3/11(水) 18:20~19:55
3/8(日) 10:30~12:20

展示・鑑賞・講習会

あなたの大切なことが見つかるかも

熊野に十年以上に渡って通い、時間の許す
限り跋渉した人がいた。「虹色の織りなす水
面」や「丸石」を見い出し、詩人高村光太
郎の『素中』にたどり着いた。辻井隆昭は
奥熊野で現代の我々が失った大切な何かを
見つけたようだ。
共催：舞昆・なにわ未来遺産フォーラム

素中をゆく　奥熊野が見せたもの

３０名 要事前予約
（当日参加も可） ２,０００円 Mail: 2020@sochu.osakas.jp　

なにわの片葉葦保存会　　

3/1(日)  13:00~16:00
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お似合いの色をわかりやすく解説！
今話題のパーソナルカラー 『４D 診断』
一般社団法人 新パーソナルカラー協会

あなたを際立たせる色、素敵に輝かせる色を４つ
の方向性から数多くのドレープ（色布）をあてて
数値化し診断します。新パーソナルカラー協会の
認定資格を持った、新パーソナルカラー診断士が
担当いたします。お帰りにはカラーチャートを渡
しいたしますので、ショッピングにお役立てくだ
さいませ。
※最終受付 18:35

体験 所要時間 約 45 分

3/8(日)  11:00~19:00

２,５００円 Tel: ０９０-８３８３-９０２６（立石）当日随時受付２２名

みんなで咲かそう桜ワークショップ
３/28（土） 11:00～17:00

＜桜×アート＞
桜の花にみたてたオリジナル風車を作って桜の幹の
絵に風車の花を付ける無料ワークショップを開催！
たくさんの風車で満開の桜にしましょう！！

当日随時受付 Mail: k-garden@studio-l.org

～ 参加団体 ～
NPO法人DeepPeople     手形足形ぺったんタイム　おうちサロン『ことのは』 
かおりのひろば　縁活ＣＳＲボランティア    縁活事務局

＜桜×petapeta-art®＞
桜や蝶々モチーフのオリジナル台紙に、お子様の手形や足形
で可愛く成長記録を残しましょう！当日は、動物モチーフで
絵本の表紙作りもできます。

＜桜×香り＞
春にぴったりの桜のブレンドオイルを用いてアロマポットづく
りを体験しませんか。キッズからオトナ女子まで参加可能です。

＜桜×風車＞
フィルムを桜の花にみたてた風車を作る
ワークショップ
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オリジナル台紙　１,０００円
絵本作り　　　　２,０００円

６００円２０名

５００円
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今年の春も縁活でたくさん楽しもう！

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

3/1(日)～ 3/31(火)

熊野街道は大阪天満橋を起点に天王
寺のすぐ側を通って熊野に通じる道
だった。その目的地は熊野三山ー本
宮大社・速玉大社・飛龍大社なのだが、
案外その付近の景物は知られていな
い。知られざる熊野の奥をご覧くだ
さい。
共催：舞昆・なにわ未来遺産フォーラム

辻井隆昭を魅せた奥熊野がここに！
素中をゆく　奥熊野が見せたもの

展示

Mail: 2020@sochu.osakas.jp　

5 ウォールギャラ
リー

3/4(水)～ 3/23(月)

なにわの片葉葦保存会　　
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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
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3/12(木)26(木)    10:30~
11:30

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）体験 所要時間 約 30 分

3/14(土)31(火)

Tel: ０９０-５９７４-６６８５（石井）要事前予約
（当日参加も可） ５００円

相談会

開運「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６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

3/14(土)  13:00~17:00

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

8

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

3/14(土)15(日) 
11:00~
17:00

所要時間 約 30 分~

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

3/15(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｣

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

3/19(木)  10:00~17:00

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

自分の為に使う 10 分の至福時間
癒しのアロマハンドケア
NPO法人Co.to.hana（ひとしごと館）

「疲れてるな…」と感じた時、自分を労わ
る時間を取れていますか？たまには、良い
香りに包まれながら” 自分のためだけの時
間” をとってください。きっと、終わる頃
には自分にも周りにももっと優しくなれる
はずです。体験 所要時間 約 10 分

3/29(日)  13:00~17:00

２０名 要事前予約
（当日参加も可） １０分５００円 Mail: event@hitoshigotokan.jp

体験

筆を楽しもう！！座学と実技が同時に学べる
ピクニック書道　大人の教養講座
ピクニック書道

日本の伝統である “書” を季節の話題に絡めて、
３月のテーマは「牡丹」の座学。
それに関連した言葉、俳句等を筆で書いて楽しみつ
つ、実技のワンポイントアドバイスもします。暮ら
しの中に “書の心” と思ったら半世紀。自分だけの
机上のアートに挑戦を！！道具全て用意します。手
ぶらでお越しください。

要事前予約
（当日参加も可） １,５００円 Mail: 20chieko@ezweb.ne.jp

3/22(日)  13:30~15:30

所要時間 約 120 分

講習会

脳と体が喜ぶ！自然な笑いのトレーニング
デジタルアレルギーを解消しよう！
スリー A フレイル予防ゲーム＆
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

脳も心も体も行動も、若々しく保つためには、
苦手は捨てて、楽しくスマートな生活につな
げよう！みんなで笑って楽しい時間を過ごし
ませんか？
①11:00 ～ 12:30（スリー A）
②14:00 ～ 15:00（スマホ講座）

3/10(火)24(火)

スリーA：無料
スマホ講座：５００円 Mail: mail@niyokatsu.com  

所要時間 約 60～90 分

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

3/27(金)  13:00~16:00

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

Tel: ０６-６１０５-５６７９当日随時受付

相談 所要時間 約 30 分

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弁護士、税理士などの相
続のプロがが個別相談を行い、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。

デパなかホッとステーション
第７１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

無料

3/28(土)  13:30~15:30

２０名

体験・展示

3 月は卒業シーズン
いろいろ歌って思い出を語り合いましょう
歌って心も軽やかに
NPO法人周話

歌にまつわる思い出などお話ししながら一
緒に歌いましょう！
そして、春の明るい歌で気持ちも軽やかに。3/31(火)  14:00~15:30

当日随時受付 無料 Tel: ０６－６６５５－０６１９

（当日参加も可）
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体験 所要時間 約 45 分

インダスヨガサティヤ
天空ヨガ

運動不足解消やリフレッシュ、腰痛改善す
る簡単なヨガを青空の下で一緒にやってみ
ませんか？心と体を開放して、気持ちよく
毎日を過ごしましょう。
※雨天中止

ハルカスウイングガー
デン
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Mail: from.sathiya.with.love@gmail.com５００円要事前予約
（当日参加も可）３０名

3/31(火) 11:00~11:45

お買い物のついでにリフレッシュヨガ！

体験 所要時間 約 30～90 分

世界で一つだけのオリジナル” ハーバリウ
ムボールペン” ハーバリウム専用のボール
ペンに花材・パーツ・専用オイルを入れて
制作★ものづくりが与える心理作用効果あ
り・美しいものづくりに癒やされてみませ
んか？
①13：00 ～　②15：00 ～

やってみよう！携帯できて実用的
ハーバリウムボールペンづくり♥
my_poubh.301（マイポウブ）

3/28(土)

Mail: mirenyon@yahoo.co.jp２,０００円各回８名 要事前予約
（当日参加も可）

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法人ウエルネスライフ応援協会

■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！　　　　　＊有資格者が対応

体験 所要時間 約 30 分

3/14(土)  13:00~17:00

無料 HP: http//wellness-enjoy.com当日随時受付

要事前予約
（当日参加も可）

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！３月のええやんまちフェスに
は縁活からもプログラムが参加します！！

↑詳細はこちら

3/28(土)  13:00~16:00

体験 所要時間 約 15 分~

自分で彫った「消しゴムはんこ」と、用意し
た消しゴムはんこを自由に使って「桜のポス
トカード」を作ります。ポストカードの上に、
たくさんの桜の花を咲かせてください。ポス
トカードは 2 枚作っていただきます。1 枚は
持ち帰っていただき、もう 1 枚は 7 階街ス
テーション内の「エンカツカレンダー」に 4
月の 1か月間展示します。

月イチワークショップde桜のポストカード
消しゴムはんこで作る「桜のポストカード」
縁活CSRボランティア

２００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♪ 
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家族で楽しく！モビバンエクササイズ！
ＮＰＯ法人　ＭＹフィットネス道

自然を感じて笑いヨガ
どこでも笑い隊ラフターヨガクラブ

2020.3.21-sat.

13:00~14:00

Mail: emipon9393@yahoo.co.jp

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。

５００円

特性バンド『モビバン』
を使って、気持ちよく
体が伸び～る！子ども
も、大人も、エンジョ
イエクササイズ！
①10：30～②11：30～
③13：30～④14：30～
⑤15:：00～

Mail: info@my-fitnessdo.com

無料各１０名

10:30~15:30

イースターセルフフォトブース
マシュマロほっぺ

ｐｅｔａｐｅｔａ-ａｒｔ®
手形足形ぺったんタイム × ことのは

11:00~15:30

URL: https://ws.formzu.net/fgen/S24078767/

イースター仕様の用紙
にお子様の手形や足形
で可愛い動物モチーフ
を作ります。
お子様の成長を可愛く
残してみませんか？
ヒヨコ・ウサギ・ゾウ
からお好きなモチーフ
を選べます。 

イースターをテーマに
したピクニックフォト
ブースが登場！お手持
ちのカメラやスマホで
お子さまの「今」を 
可愛く撮影していただ
けます。
①11：00-13：00
②13：30-15：30

URL: https://lin.ee/yCNqlXv

１,０００円２４名

ネパールのお面絵付け体験
声フェス地鎮

癒や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～

10:00~17:00

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

何気なく使っている手、
冬は特に乾燥で酷使さ
れている働き者の手を
ケアさせてください！
楽しくおしゃべりしな
がら、手も心もリラッ
クス！気分転換や疲労
緩和の効果もあります。 
※16:30受付終了

５００円

ネパールのお祭で使
う、生きた女神様、ブ
タ、鳥などネパールの
神様のお面のミニチュ
アに絵付けをします。
( 大きさ約 13 ㎝ )
※色がつく場合があり
ます、汚れてもいい服
装でご参加ください。

当日随時受付
Mail: kjichin@gmail.com 

無料２０名

14:00~16:00

心を込めた、春のおたよりを出そう！
おもしろ遊便倶楽部　

魅せるテーブルマジック
旭マジシャンズクラブ

13:30~17:30

当日随時受付
Mail: t.sanda@heart.ocn.ne.jp

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、マジックを楽し
んでください。
無料

3 月と言えば卒業・就職・
入学など出会いと別れの季
節。はんこ、マスキングテー
プ、シールを使って『おめ
でとう』『ありがとう』の
立体カードを作成しません
か。その場で差し出して送
ることもできるし、持って
帰って手渡してもOK。

当日随時受付
Mail: enjoyotegami@gmail.com

無料

13:30~17:30

昭和レトロで少しディープなまち歩き
NPO法人　周話

昭和レトロな趣のあ
る、動物園前 1 番館商
店街からスタートし、
飛田新地大門跡やココ
ルームなどを巡りま
す。気づきのための簡
単なガイドつき！事前
予約をお願いします。
【集合】環状線新今宮
駅東口改札　13：30

要事前予約
Mail: ogawa@npo-syuuwa-jp

５００円１０名

13:30~15:30

１,０００円５０名 当日随時受付
（予約優先）

要事前予約
（当日参加も可）

◆家族で楽しく！モビバンエクササイズ！
→あべのハルカス近鉄本店　
      タワー館７階街ステーション
◆自然を感じて笑いヨガ
→あべのハルカス近鉄本店　
　ウイング館１０階ハルカスウイングガーデン
◆イースターセルフフォトブース
→雨天中止
◆ｐｅｔａｐｅｔａ-ａｒｔ®
→あべのハルカス近鉄本店　ウイング館８階
◆ネパールのお面絵付け体験
→あべのハルカス近鉄本店　ウイング館 3階

てんしばでのプログラムは、雨天の場合
下記の場所へ実施場所を変更致します

てんしば

あべのハルカス近鉄本店
ウイング館５階街ステーション釜ヶ崎まちあるき

当日随時受付

当日随時受付

11:00~15:30

あべのハルカス近鉄本店
ウイング館 8階イベントスペース




