
※期間中、新型コロナウイルス感染拡大の状況次第で、臨時休業する場合や
営業時間を変更する場合がございます。

体験 所要時間 約 15~20 分

作ろう！遊べる卓球ラケット！

ジャングルジム
インカストロでブロック遊び！

イタリア生まれのブロック「インカス
トロ」は特有な１つの形を使ったブロッ
クです。頭を使いどのように組み合わ
せれば良いか考えながら想像力、考え
る力を養える玩具。
日本でもグッドトイ賞に選ばれたブ
ロックで遊べる卓球ラケットを作りま
しょう！

■予約受付期間　11/1（日）～ 11/15（日）
■予約ＵＲＬ　　https://www.incastro.jp/ 縁活オンラインイベント

■予約受付期間　11/1（日）～ 11/12（木）
上記のアドレスまでメールにてお申込みください。
件名にネズミのロケット・ 本文にお名前をお願いいたします。
参加費のお振込み先を折り返しご連絡差し上げます。

Mail: ak5768nzap@icloud.com要事前予約 ４００円
※参加費は別途振込手数料がかかります
６名

Mail: info@incastro.jp要事前予約 １個：６５０円 ２個：１１００円８名

11/23(月・祝)・29(日)  11:00~

風船を楽しもう！

バルーンアート　ブルースカイAmi
ネズミのロケットを作って遊ぼう！

一本の風船を膨らませてひねるとアレ
アレ～？ネズミができました。そのネ
ズミを飛ばすことができます。
風船を使って簡単に作って楽しく遊ん
でみませんか？
※風船を膨らますポンプは各自ご用意
ください。

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

地域の子どもたちがホスピスで過ごすお友達を思い、絵
を描き、たくさんの大人たちがその優しい思いをカタチ
にして届けるクリスマス企画。
5年目となる今年も みんなのあたたかい思いいっぱいに
開催いたします。

体験 所要時間 約 15 分

楽しく逆上がりをマスターしよう！

ＮＰＯ法人　MYフィットネス道

おうち de 縁活 公開動画撮影
「かんたん鉄棒教室」

運動遊び「鉄棒」を上達するポイントは、
楽しく正しい動きを習得することで
す！元気いっぱい＆笑顔いっぱい！
(*’▽’ ) 楽しく逆上がりをマスターしま
しょう！！もちろん、逆上がり以外の
技もマスターできますよ！ (^^♪

Mail: info@my-fitnessdo.com

１００円各回１０名

11/22(日) 
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(短時間の参加も大歓迎)

当日随時受付

①14:00~14:15 ②14:20~14:35 
③14:40~14:55 ④15:00~15:15 
⑤15:20~15:35 ⑥15:40~15:55

思いをカタチにしていこう
こどもたちの絵を
オーナメントにして贈ろう
ハンドケア　to heart×縁活事務局

地域のこどもたちが描いてくれた絵
をもとに 羊毛フェルトでオーナメン
トを作ります。できた作品は淀川キ
リスト教病院こどもホスピスに贈
り、あたたかい気持ちになるクリス
マスを届けます。
※作品はお持ち帰りいただけません体験
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所要時間 約 45 分

11/12(木)  11:00~16:00

Mail: k-garden@studio-l.org（縁活事務局）

難病のこどもたちに
ワクワク楽しいクリスマスをプレゼント
【予告】 森のクリスマス展

ハンドケア　to heart×縁活事務局

地域のこどもたちが難病と向き合う
こどもたちを思い描いた絵からオー
ナメントを作り、こどもホスピスへ
プレゼント。こどもたちの優しい想
いがいっぱいの絵を展示します。
是非、お立ち寄りください。

展示

7 森の広場

12/9(水)~15(火)  
10:00~17:00

体験 所要時間 約 25 分

11/23(月・祝)  13:00~

レポート

（調整中）

対面型ワークショップの感染症対策について
・消毒液の設置
・各回ワークショップ終了後に 全ての備品の消毒
・スタッフ、参加者ともにマスク着用
・飛沫防止シートの設置またはフェイスシールドの着用
・一定距離を保ったワークショップブースの設置

新型コロナウイルス感染予防対策

毎年たくさんのお子さんやファミリーに愛
されてきた「あべの天王寺・サマーキャン
パス」を、今年はオンラインで開催！その
名も「おおさかまるごとオンラインキャン
パス」。お子様とご家族の方が一緒に、ご
自宅からオンラインで楽しめる様々なプロ
グラムに参加できます。
縁活からは『おうち de縁活』がエントリー
します！

https://marucan.com/
※どちらのプログラムも ご入金後のキャンセルは
致しかねますのでご了承ください。

公開撮影公開撮影
おうち de 縁活サイトで公開する動画の撮影を行
います！
ご出演ＮＧの方は受付にてお申しつけください。



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

講習会 所要時間 約110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.com７名
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11/1(日) 10:30~12:20

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＞3回でカメラの使い方が
しっかり理解できる講座 （第２回）
ストリートアカデミー

講習会 所要時間 約110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♫

３,５００円 https://www.street-academy.com７名
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11/8(日) 10:30~12:20

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＞3回でカメラの使い方が
しっかり理解できる講座 （第３回）
ストリートアカデミー

講習会 所要時間 約110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.com７名

7 森の広場

11/22(日) 10:30~12:20

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＞3回でカメラの使い方が
しっかり理解できる講座 （第１回）
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.com７名

7

11/11(水) 18:20~19:55

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＞3回でカメラの使い方が
しっかり理解できる講座 （第２回）
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♫

３,５００円 https://www.street-academy.com７名
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要事前予約
(当日参加も可 )

× 女性のための気軽な学びシリーズ

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。

～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

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

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♪

11/25(水) 18:20~19:55

体験 所要時間 約 30 分~

11/8(日)  11:00~16:00

当日随時受付 ５００円～ Mail: info@mokuiku.org

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。

体験

Tel: ０９０-５９７４-６６８５（石井）５００円
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11/3(火祝) 
①14:00~ ②15:00~

サンキャッチャーは「幸せを呼ぶインテ
リア」と言われています。サンキャッ
チャーが生み出す虹色の光は、空間の浄
化や自分のエネルギーを高めます。その
時の自分に必要な色やパワーストーンを
取り入れた手作りサンキャッチャーで、
お部屋に癒しの空間パワースポットを作
りましょう。

パワースポットになるインテリア
幸運を呼ぶサンキャッチャー作り
クリエイティブ プロジェクト

３０名

要事前予約
（当日参加も可）

Mail: info@polarcolor.com１０００円当日随時受付

Hoop＜DINING COURT＞にて開催！

Mail: 20chieko@ezweb.ne.jp１５００円要事前予約
（当日参加も可）

Mail: mail@niyokatsu.com  無料当日随時受付

Mail: kicoka33@gmail.com無料当日随時受付

１０名

８名

Tel: ０６-６３９４-５１３７３００円当日随時受付４０名

http://scbaction.org/

所要時間 約 30 分

子育てファミリーワークショップ
家族でイキイキ豊かな心を育もう
育プロ＆あったかファミリー

親子で、家族みんなで工作や、工作した
物を使って楽しみましょう。
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。

体験

8

所要時間 約 30 分~

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。

体験

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

所要時間 約 30 分

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、11月のテーマは来年の干支の「丑」
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。自分だけの机
上のアートに挑戦！！道具は全てこちら
で用意します。体験
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11/22(日)  13:30~15:30

所要時間 約 120 分

気になることを話してみませんか？
性格診断と無料カウンセリング
「傾聴屋」
KIKOKA33

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
つ私たちがあなたのお話をお聴きします。
お気軽にお越しください。
※性格診断は一時中止しています体験
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11/15(日)  14:00~16:00

所要時間 約 10 分

学生のデザインで痴漢問題を解決
第 6 回痴漢抑止バッジ
デザインコンテスト
一般社団法人痴漢抑止活動センター

カバンにつけるだけで、痴漢に遭わなく
なる「痴漢抑止バッジ」。今年は 760 作
品の応募がありました。８校 523 名が 2
次審査に参加し、入賞 12 作品を選出し
ました。ギャラリーとWEBの人気投票で、
商品化する５作品を決定します。

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。
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き、若返りに
つなげていきます。

体験
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所要時間 約 60 分

11/10(火)・24(火)  
11:00~12:00

Mail: mail@niyokatsu.com  １０名 無料当日随時受付

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
りなど、木の香りと温かさに触れてもの
づくりを楽しめる木工ワークショップを
開催します。
最終受付 16：00

体験
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所要時間 約 30 分~

11/21(土)・22(日)  
11:00~17:00

おもわず本気になっちゃう、
楽しめる脳トレーニングです。
脳トレカジノ
一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム

認知症は怖い？知らないことが誤解を大
きくします。一緒に笑いあえば、みんな
一緒です。難しいことは抜き！面白い時
間を世代間なく共有しましょう。

体験
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所要時間 約 60 分

科学大好きのちびっこ集まれ～！
てんもんぶの移動科学館
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・実験教室を開催。
マンツーマンに近い形で実施するので、
小さなお子さまからご参加いただけます。 
※新型コロナウイルス感染防止のため実
施内容を変更することがあります。※最終
受付 16：00。材料がなくなり次第終了体験
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所要時間 約 20 分

11/14(土)・15(日)  
10:30~17:00

Mail: info@tenmonbu.com無料当日随時受付

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
タルトラブルを解決するプロフェッショ
ナルが講師なので、こんなこといいかな
と思う質問も歓迎です。続けることでス
マホを使いこなせることが楽しくなって
いきます。講習会
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所要時間 約 60 分

11/10(火)・24(火)  
13:30~14:30

Mail: mail@niyokatsu.com  ５名

１０名

当日随時受付

あべのハルカスから笑顔をつなぐ笑いヨガ
自然を感じておそとでアハハ♪
どこでも笑い隊ラフターヨガクラブ

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

体験 所要時間 約 60 分

Tel: ０９０-５６４５-５５７３当日随時受付 ５００円

ハルカスウイン
グガーデン
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11/12(木)  10:30~11:30

あべのハルカスから笑顔をつなぐ笑いヨガ
自然を感じておそとでアハハ♪
どこでも笑い隊ラフターヨガクラブ

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

体験 所要時間 約 60 分

Tel: ０９０-５６４５-５５７３当日随時受付 ５００円

ハルカスウイン
グガーデン
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11/26(木)  10:30~11:30

11/28(土)  13:00~16:0011/15(日)  14:00~15:00

5 ウォールギャラ
リー

11/11(水)~11/30(月)    

展示

11/17(火) 
①14:00~ ②15:00~

５００円

８名 １０名


