
※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。

※2021年1月1日（金・祝）は休ませていただきます。

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
◎1月2日（土）/地2階～3.5階は朝9時30分→夜8時30分
                                 4階～11階は朝9時30分→夜8時

上映後のトークセッションでのファシリテーターを募集します！
食育について楽しく学びながら、プログラム企画も一緒に考えてい
きます。
・食育に興味がある方
・ファシリテーションの技術を学びたい方
・楽しいことが好きな方
ファシリテーション講座も開催予定ですので初めての方も大歓迎！
食育勉強会も開催予定。どなたでもご参加いただけます。
縁活活動団体やボランティアのみなさんと一緒に、縁活で活動して
みませんか？

楽しく学べる・体験できる！
縁活食育プログラムを開催します。
映画「弁当の日」試写会＆トークプログラムもお楽しみに！

『はなちゃんのみそ汁』原作の安武信吾初監督作
品『弁当の日』試写会を開催します！

トークプログラム
ファシリテーター説明会

筆を楽しみながら書初めに挑戦！
新春縁活書初め大会
ピクニック書道×縁活ＣＳＲボランティア
×縁活事務局

絵馬型の画用紙を 2 枚選んで、今年のお
願い事などを書初めしませんか。作品の
うち 1 枚はお持ち帰りいただき、もう 1
枚は 1 月 18 日（月）までタワー館 5 階
ウォールギャラリーで展示致します。
※展示用作品はご返却いたしかねます。体験 所要時間 約 15 分~

1/3(日) 12:00~16:00

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

みんなの書初め作品をご覧ください！
縁活書き初め展覧会
ピクニック書道×縁活ＣＳＲボランティア

1 月 3 日（日）に 8 階街ステーションで
実施した『新春縁活書初め大会』の参加
者様の書初め作品を展示します！
色々な書初め作品があるので、筆のおも
しろさや良さなどや作品の思いなども感
じていただける展示です。

展示

1/4(月)~18(月)

Mail: k-garden@studio-l.org（縁活事務局）

13:00 より、
大きなパネルに大きな文字を書く
書初めデモンストレーションも開催！

5 ウォールギャラ
リー

エンカツの
お正月プログラム

＼縁活 食育プログラム開催／

日時：2/27（土）
場所：各階街ステーション・スペース 9

日時：1/23 （土）
         14:00-16:00
場所：7階街ステーション
Mail: k-garden@studio-l.org
       （縁活事務局）
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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



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 所要時間 約 30 分
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1/9(土)  ①14:00~②15:00~

ナレーターと役者による絵本ライブ。
絵本の時間 ・朗読ライブ
虹色声集団　えとほとん

今回で 10 回目を数える絵本ライブ。大人
も子供も楽しめる絵本の世界をお届けしま
す。マルチスクリーンに絵本を映し、音楽
とともに臨場感あふれる楽しいステージ。
お子さんにプレゼントもあります。

観賞 所要時間 約 40 分
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1/10(日)  ①13:00~②15:00~

科学大好きのちびっこ集まれ～！

てんもんぶ - 子どもゆめ基金助成活動 -
てんもんぶの移動科学館 ・秋冬版
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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
使った不思議で楽しい科学工作・実験教室
を開催。※プラネタリウム／サイエンス
ショーは当日整理券配布※最終受付16：00。

講習会

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

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？1/12(火)・26(火)

①11:00~11:45 ②12:00~12:45

Mail: mail@niyokatsu.com  

Mail: mail@niyokatsu.com  

所要時間 約 45 分

体験 所要時間 約 20 分

要事前予約
（当日参加も可）

要事前予約
（当日参加も可）
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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

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 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

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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1/10(日) 10:30~12:20

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

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♪

Mail: info@tenmonbu.com無料

当日随時受付

当日随時受付

安心安全な街づくりをめざして

NPO法人まち・すまいづくり

あなたの街の地域活動協議会
阿倍野区

人とのつながりを大切にしながら安心な街
づくりを目指す「地域活動協議会」。阿倍
野区内では１０の地域活動協議会が活動して
います。それぞれの特色ある活動をご紹介
しています。
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体験

1/17(日) 14:00~15:00

所要時間 約 60 分

私たちが今、難民のためにできること

特定非営利活動法人　国連UNHCR協会
国連難民支援キャンペーン

国連 UNHCR 協会が、UNHCR の難民援助
活動を支えるため、全国各地で行っている
キャンペーンです。
世界約 130 ヵ国で援助を行う UNHCR の
活動や支援状況をご説明し、毎月の継続的
な支援プログラム「国連難民サポーター」
をご紹介しています。啓発

1/4(月)~11(月・祝)

所要時間 約 10 分

Tel: ０１２０-５４０-７３２( 平日１０：００～１９：００)無料当日随時受付

デジタルアレルギーを解消しよう！

一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム
いまさら聞けないスマホ講座

7

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

1/12(火)・26(火)
14:00~15:00

1/30(土)・31(日)
10:30~17:00

所要時間 約 60 分

１０名 ５００円 要事前予約
（当日参加も可）

自分で決める健康・後見・遺言・相続

一般社団法人フェニックス・プラン
第７回フェニックス ・ プラン終活相談会

7

元気なハッピー終活を一緒に考えていきま
しょう。相談内容は、健康、生前（家財）整理、
リフォーム、任意後見（見守り・生前事務
委任・死後事務委任の各契約を含む）、遺
言（公正証書・自筆証書）、相続などです。
相談員：行政書士、社会福祉士、看護師相談会 所要時間 約 30 分

Tel: ０９０-５２５７-５００４ 無料

Mail: mail@niyokatsu.com  無料当日随時受付

各回１０名

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

1/14(木) 10:30~11:30

1/30(土) 10:00~13:00

体験
1/28(木) 10:30~11:30

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」
KICOKA33

一人で過ごす時間が増えて、人と話をする
機会が減っていませんか？会話をするとス
トレスが減って心が軽くなりますよ。産業
カウンセラーの資格を持つ私たちがあなた
のお話し相手になります。お気軽にお越し
ください。体験 所要時間 約 10 分
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1/17(日) 14:00~16:00

Mail: kicoka33@gmail.com無料当日随時受付

講習会 所要時間 約110分

1/6(水) 18:20~19:55

所要時間 約95分講習会
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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

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 要事前予約
(当日参加も可 )

所要時間 約110分講習会

7

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

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 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

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

要事前予約
(当日参加も可 )

講習会 所要時間 約110分

1/31(日) 10:30~12:20

講習会 所要時間 約95分

1/20(水) 18:20~19:55

1/17(日) 10:30~12:20

無料

Tel: ０９０-５９７４-６６８５（石井）５００円
要事前予約

（当日参加も可）８名

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 所要時間 約 30 分

5

1/19(火)  ①14:00~②15:00~

Tel: ０９０-５９７４-６６８５（石井）５００円
要事前予約

（当日参加も可）８名

あなたの味方になる “香り” を紐解きます
セイクリッドアロマカードを体験しよう
かおりのひろば

セイクリッドアロマカードをつかって、潜
在意識のメッセージを受け取り、癒しやリ
フレッシュに繋がるアロマスクスプレーや
アロマポットを作製します。

体験 所要時間 約 30 分

子どもも大人も楽しい体験企画！
さをり織りカチューシャ体験
SAORI 豊崎長屋×ZUSSO KIDS

さをり織り体験中心に年齢性別問わず
にお楽しみいただけるワークショップ
プログラムです。他にも手織りカチュー
シャのヘアアレンジ、さをり糸で作る
ブレスレット、簡単ポーチ作り、アサ
ラト楽器体験を実施予定です。

体験 所要時間 約 30 分
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Mail: toyosaki@saori.co.jp８００円

Mail: toyosaki@saori.co.jp

Facebook「えとほとん」で検索無料当日随時受付

1/22(金)~24(日)
11:00~17:00

当日随時受付

＼＼1/23（土）・24（日）はキッズヘアアレンジも開催／／
さをり織り体験でカチューシャを作ったら、
美容師さんに本格アレンジをしてもらおう♪
所要時間：約 10分

無料（カチューシャ体験参加の方）

4 ウォールギャラ
リー

1/8(金)~1/30(土)    

ウエルカムガレリア2 Hoop＜DINING COURT＞にて開催！

各回２名 Mail: kaorinohiroba2016@gmail.com６００～７００円当日随時受付

1/17(日) 13:00~17:00

ショップ×市民活動団体
縁活コラボ企画

7

おうちde縁活webサイト：http://home.en-katsu.info/

「おうちde縁活」は、お家でできるプログラムをアイデアレシピカードやwebサイト、

SNSで紹介し、縁活のコンセプトである「楽しくて、社会をちょっとよくする取り組み」

を皆さんと一緒に広げていく取り組みです。

動画も
公開されました！

１０名

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。
※雨天中止所要時間 約 60 分

当日随時受付 ５００円 各回３０名 
（工作／実験：材料終了まで）

ハルカスウイン
グガーデン
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１０名

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。
※雨天中止所要時間 約 60 分

Tel: ０９０-５６４５-５５７３

Tel: ０９０-５６４５-５５７３

当日随時受付 ５００円１０名

ハルカスウイン
グガーデン
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Tel: ０６-６７７９-７２２２

展示


