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※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。

当分の間
地 2階～ 3.5 階は朝 10 時→夜 8時、
4階～ 11 階は朝 10 時→夜 7時 30 分

Tel: ０６-６２０８-９９６１

誰かに話したくなる情報をゲット
「知ってる？」 食育マメ知識クイズ
大阪市健康局

知っているようで知らなかった食育情報
や、誰かに話したくなるマメ知識のクイズ
です。子どもから大人までご参加いただけ
ます。ご参加いただいた方にお土産も用意
しています。
※お土産の配付は無くなり次第終了展示・クイズ 所要時間 約 10 分
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2/27(土) 10:00~16:00

無料当日随時受付

Mail: enjoyotegami@gmail.com

やさいはんこでおてがみおくろう！
野菜はんこで楽しいカード作り
おもしろ遊便倶楽部

普段捨ててしまうような野菜の部分や、廃
棄処理される野菜をスタンプにして、カー
ドを作成します。できあがったカードに
メッセージを書いてなかなか会えないあの
人にお手紙を送りませんか？
※最終受付 16：30体験 所要時間 約 20 分
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2/27(土) 13:00~17:00

当日随時受付

百貨店の食料品売場を探検して学ぼう！
百貨店キッズ探検団
特定非営利活動法人 音楽文化芸術振興会

お野菜、お魚、好き嫌いしていないですか？
百貨店の食料品売場を探検して大好きにな
ろう！
谷町キッズポップフィルハーモニー楽団の
子どもたちが案内します！

体験

B2 食料品売場

Mail: onbungen@live.jp要予約 ※予約開始 2/5（金）予定

映画「弁当の日」試写会&トークセッションを開催！
合わせて食育に関連したさまざまな縁活プログラ
ム。映画鑑賞やワークショップ、展示、トークなどを
通して、楽しく食育を学びませんか。

「弁当の日」試写会&トークセッションプログラム

日時　2/27（土）

場所
・試写会：９階スペース９
・トークセッションプログラム：７階森の広場

時間
・第１回　10:30－13:30
・第２回　15:00―18:00

映画「弁当の日」を鑑賞した後、安武信吾監督、「弁当の日」提唱
者の竹下和男氏、九州大学で自炊塾などの授業を展開する比良
松道一氏をゲストに迎え、感想などを共有するトークセッショ
ンを開催します。
ゲスト
・安武信吾（製作総指揮・監督、「はなちゃんのみそ汁」著者）
・竹下和男（「弁当の日」提唱者）
・比良松道一（九州大学 持続可能な社会のための決断科学セン
ター 准教授 博士）

予約フォーム http://en-katsu.info/bentonohi/
予約受付2/1（月）～2/10（水） ※応募多数の場合抽選

２００～３００円（切手１枚付き）

Mail: ak5768nzap@icloud.com

風船を楽しもう！
風船で野菜、果物を作ってみよう！！
バルーンアート ブルースカイAmi

野菜も果物も食べてみるとおいしいよ。
風船で野菜、果物を作ってみるともっと好
きになること間違いなし！！

体験 所要時間 約 20 分
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当日随時受付 いちご：３００円 野菜：２００円

2/27(土) 13:00~16:00

Mail: sarara.796@gmail.com

身近なハーブで楽しく食育
キッチンハーブタッジーマッジー
NPOジャパンハーブソサエティー大阪支部

おいしく食べたり、飲んだりできるキッチ
ンで大活躍のフレッシュハーブで、フラン
スの花束を意味するタッジーマッジーを作
ります。そのまま、ドライになっても素敵！
いつもの料理にちょっとしたアレンジを加
えて、楽しい食卓を演出してみては？体験 所要時間 約 20 分
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当日随時受付 ７００円

2/27(土) 13:00~17:00

Mail: naka@komedouraku.com（中崎）

お弁当と一緒に連れていってね♡
パウダー味噌汁を作ろう！
農と美の研究会

パックに入った「携帯できる」パウダー味
噌汁を、お好みのお味で２パック手作り・
お持ち帰りいただけるワークショップで
す。今回、隠し味として「大阪のてっぺん」
大阪府能勢町天王産のマコモダケ野菜出汁
が初登場！体験 所要時間 約 20 分
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当日随時受付 無料

2/27(土) ①13:45~②14:30~ 2/20(土) ①10:30~②14:00~

https://www.incastro.jp/

インカストロで果物作り！
イタリア生まれのブロックで
果物を作って遊ぼう！
ジャングルジム

バナナ・りんご・みかん・ぶどう・いちご
の 5種類から好きなものを選んで作ろう！
立体のもの、平面のものが作れるよ。
作ったものはお持ち帰りいただけます♪

体験 所要時間 約 5~10 分
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当日随時受付 ３００円

2/27(土) 13:00~17:00

各回６名 無料

予約はこちら

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



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95~110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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2/14(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

2/21(日) 10:30~12:20

要事前予約
(当日参加も可 )

2/17(水) 18:20~19:50

× 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♪
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体験 所要時間 約 15~30 分

2/7(日)  11:00~19:00

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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手作りのバレンタインカードに乗せて、
大切な人に想いを届けよう。
当日切手を貼って会場から送ることもで
きます。
※切手代別途必要

トドケ！ワタシノオモイ
大切な人にカードで想いを届けよう
おもしろ遊便倶楽部

要事前予約
（当日参加も可）

Mail: enjoyotegami@gmail.com３００円当日随時受付

Hoop＜DINING COURT＞にて開催！

Mail: mail@niyokatsu.com  無料当日随時受付１０名

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
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2/23(火祝)  13:00~16:00

所要時間 約 30 分~

自分で決める健康・後見・遺言・相続
第８回フェニックス ・ プラン
終活相談会
一般社団法人フェニックス・プラン

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
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2/20(土)  10:00~13:002/2(火)  ①14:00~②15:00~

所要時間 約 30 分

Mail: kicoka33@gmail.com無料当日随時受付

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

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
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2/21(日)  14:00~16:00

所要時間 約 10 分

日時：2/21（日）14:00-17:00
場所：７階森の広場

トークプログラム
ファシリテーター勉強会

映画「弁当の日」とは
子どもが作る「弁当の日」の
取り組みは、子どもが自分で
お弁当を作って学校に持って
くる取り組みです。子どもと
大人、それぞれが多くを学び
成長するという好循環が「弁
当の日」を通じて全国に広が
りはじめ、2020年 3月末現在、
「弁当の日」実施校は全国で約
2000 校になっています。映画
「弁当の日」は、さらに活動を
ひろげていくために、安武信
吾（「はなちゃんのみそ汁」著
者）の初監督作のドキュメン
タリー映画として制作された
ものです。

＼映画鑑賞／

＼トークプログラム／

楽しくて、ちょっと社会をよくする
ハルカスの食育プログラム 

知ってはじまる人生の中の認知症
ニヨ活フェス24ｈオンライン2021冬
一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム

12:00~ 認知症サポーター養成講座
13:30~音楽と絵画のライブパフォーマンス
14:30~ 認知症予防のためのヨガ
15:30~ 脳トレカジノ・スマホ講座
17:00~ 介護をテーマにした「えがお戦隊
介護マン」によるショー
その他多数プログラムを予定しています。体験
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所要時間 約 20~90 分

Mail: mail@niyokatsu.com  １０～４０名 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~

2/20(土)・21(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 ・ 秋冬版
てんもんぶ - 子どもゆめ基金助成活動 -

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・実験教室を開催し
ます。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
施内容を変更させていただくことがあり
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

2/13(土)・14(日)  
10:30~17:00

Mail: info@tenmonbu.com無料当日随時受付

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？

講習会
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所要時間 約 45 分

2/9(火)
①11:00~11:45 ②12:00~12:45

カンタン！良く飛ぶ！楽しい！
作って遊ぼう道場！
ストロー弓矢を作って遊ぼう！！
（一社）嗚呼A-yan!! 日本をアートで盛り上げる団

お家でも学校でもできないオモロイ体験
をここで！！今回の題材は「弓矢」。竹ひ
ごとタコ糸で日本古来の「和弓」を模し
て作ります。いろんな組み方で自分だけ
の最強弓矢を作って的に当ててみんなで
遊ぼう！！先生は大阪中の工作イベント
で大活躍の田中やんぶ先生です！！体験 所要時間 約 30~60 分

Mail: info@a-yan4649.com５００円（２つ目は１００円）

2/20(土)  13:30~16:30

2/21(日)  14:00~15:00

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

2/9(火)  14:00~15:00

Mail: mail@niyokatsu.com  ５００円

８名

２０名

2/7(日)  12:00~18:00

Mail: mail@niyokatsu.com  
要事前予約

（当日参加も可）各回１０名

要事前予約
（当日参加も可）１０名

無料

無料

要事前予約
（当日参加も可）

要事前予約
（当日参加も可）

Tel: ０９０-５２５７-５００４ 無料

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

８名

2/23(火祝)
①14:00~ ②15:00~

Tel: ０６-６３９４-５１３７３００円当日随時受付４０名
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演劇初心者大歓迎！！！
インプロ 即興劇を作って遊ぼう
お芝居ワークショップ
（一社）嗚呼A-yan!! 日本をアートで盛り上げる団

演劇を通じ自己の確認を行い他者との身
体と心の距離を知るためのワークショッ
プ。与えられたお題のもとそのお題の登
場人物になりきりお題を解決するなりき
りゲームです。テーブル毎に一緒にお芝
居を作り、発表します。他人になって遊
んでみませんか？？体験 所要時間 約 90 分

Mail: info@a-yan4649.com無料

2/20(土)  17:00~18:30

１５名（１５歳以上） 要事前予約
（当日参加も可）
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食育を学びながら、トークセッションプログラムを一緒につくるファ
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
ラム企画を一緒に考えていきます。
詳しくは縁活事務局まで  Mail: k-garden@studio-l.org

ファシリテーター募集


