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

※営業時間は変更になる場合がありますので、
ホームページ等でご確認のうえ、お越しください。

5/13(木) 10:30~11:30

放課後デイサービスの子供たちと描きました

放課後デイサービス「kun こころのかけ
はし」に通所している児童たちとパステ
ルアートを描きました。
今年も、たくさんの方々に観てもらえる
と嬉しいです。

へいわ
特定非営利活動法人 kun こころの宮

展示
Tel: ０６ー６７９６ー９０９９

8/3(水)～ 8/22(月)

食育に関連したさまざまな縁活プログラム。
ワークショップ、展示などを通して、楽しく食育
を学びませんか。

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 縁活×食育

上町台地を撮る！最高賞金 15 万円！

緑豊かで、歴史と文化いっぱいの上町台
地。南の住吉大社から天王寺駅・下寺町
を通って、空堀界隈。北端に大阪城を望
むこのエリアは、被写体の宝庫です。写
真を通じてこの地域の魅力を再発見して
みませんか。

第１５回夕陽丘うえまち写真コンテスト
受賞作品展示会
夕陽丘うえまち写真コンテスト事務局

展示
Mail: kura@isshinji.net

8/26(金)～ 9/14(水)

4 ウォールギャラ
リー

4 ウォールギャラ
リー

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

 Mail: k-garden@studio-l.org２,０００円８名

こどもたちがつくる
はじめての 「弁当の日」 プロジェクト
YON kitchen×大阪城南女子短期大学 総合保育学科

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、2022 年現在、「弁
当の日」の実施校は全国で約 2300 校を
超えています。

つくる！たべる！かたづける！こども
たちでどんなお弁当をつくるか案を出
し合い、作る。はじめての包丁。はじ
めてのコンロ。はじめてのおかたづけ。
美味しいお弁当を作って、みんなで食
べよう！
※参加募集受付は終了しています

体験 所要時間 約 120 分

8/7(日) 10:30~12:30
8/21(日) 10:30~13:00

要事前予約

9 キッチンスタジ
オ

 Mail: sarara.796@gmail.com８００円

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

8/21(日) 11:00~17:00

当日随時受付

Tel: ０６ー６２０８ー９９６１無料

知っている・知らないでは大違い
食育体験！ 「よく見て食べよう」
大阪市健康局

あなたは食品やメニューを選ぶとき「栄
養成分表示」を見て選んでいますか？
健康維持のためにちょうどよい食事を
食べるため、大事な情報を見逃さずに
活用することができるよう、クイズ等
で学びましょう。

体験 所要時間 約 10 分

当日随時受付
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 Mail: onbungen@live.jp無料

百貨店地階グロサリー売場でお魚を探そう！？
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×
地階食料品売場
協力：大阪市健康局 

地階食料品売場に並んでいるお菓子、調味
料、お惣菜…。実はたくさんのおサカナが
隠れているよ！どんなおサカナを見つける
ことができるかな？みんなで探しにいこう！
※8/5（金）より縁活HPにて応募スタート。
ご応募多数の場合抽選体験 所要時間 約 60 分

8/18(木) 11:00~

要事前予約

7

7 森の広場

１０名

百貨店地下食料品売場で材料を買って、
お弁当作り！できたお弁当をみんなで食
べよう！（お子さま１名、保護者さま 1名）
お片付けもみんなで一緒に！

どんなお弁当をつく
ろう？
みんなでお話しなが
ら考えよう。

DAY1：8/7（日） DAY2：8/21（日）

他にもプログラムが盛りだくさん！
21 日（日）は、

７F
街ス
テー
ション

８F
街ス
テー
ション

11:00～16:00
農と美 ワークショップ

11:00～16:00
食育×おてがみ ワークショップ

8/21(日) 11:00~16:00



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２３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、介護、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、西国三十三所公認先達相談会 所要時間 約 30 分

Tel: ０９０-５２５７-５００４ 無料

8/28(日) 10:15~13:00

Mail: mail@niyokatsu.com  要事前予約
（当日参加も可）１０名 無料

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

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？8/9(火)・23(火) 

11:00~12:00
所要時間 約 60 分

7

https://ameblo.jp/asyu-mama/  １,０００円～１,５００円

体験

お子様の成長を可愛く残しましょう
petapeta-art®
手形足形ぺったんタイム×「ことのは」

オリジナル用紙に手形や足形でモチーフを
作りましょう！お子様の今をカタチにして
みませんか？成長を振り返った時にきっと
思い出に残るはずです。
A4 台紙・巾着袋・絵本タイプをご準備し
ています。

8/7(日) 10:30~17:00

所要時間 約 15~30 分

Mail: mail@niyokatsu.com  要事前予約
（当日参加も可） 無料～１,０００円

体験

「コドモロコモ」って知っていますか？
ベビーからシニアまで
ファミリーサマーフェスタ
一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム

コロナにより増えているのでは？と懸念さ
れる子供のロコモ（高齢により運動機能が
低下して病気や介護になる手前の状態）。
その学びが家族みんなで取り組める健康の
ヒントがいっぱい！

8/23(火) 14:00~16:00

所要時間 約 20 分~

8

体験

少しの工夫で暮らしを楽しく
ありがとうのラッピング
ひとてま

布と紙を使って小さな贈り物を包みます。
ちょっとお世話になった時に・感謝の気持
ちを伝える時に使える包み方をご紹介いた
します。8/25(木) 10:45~12:45

所要時間 約 15~20 分

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

所要時間 約90分講習会
8/3(水) 18:20~19:50

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 要事前予約
(当日参加も可 )

所要時間 約90分講習会
8/24(水) 18:20~19:50

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 )

8/28(日) 10:30~12:20

所要時間 約110分講習会

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 )

要事前予約
( 当日参加も可 )

8/7(日) 10:30~12:20

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 要事前予約
(当日参加も可 )

8/14(日) 10:30~12:20

所要時間 約110分講習会

7
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

8/9(火) ・20(土)
 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

体験

対戦型ゲームをプログラム‼
こどもプログラミング体験講座
特定非営利活動法人会計実務教育協会

目標にボールを投げて的に当てる側と、そ
のボールが的に当たらないように別のボー
ルで妨害する側に分かれてコンピュータ上
で対戦します。それぞれ自分のボールの軌
道をプログラムする体験です。親子等で楽
しめます。

8/6(土)・27(土)
14:00~16:00

所要時間 約 120 分

要事前予約
（当日参加も可）

体験

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
※ただし材料なくなり次第終了

8/6(土)・7(日) 
11:00~17:00

所要時間 約 30 分~
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講習会

第 2弾は『シフト・システム』
自作アプリのプログラミング講座
特定非営利活動法人会計実務教育協会

Microsoft‐Excel の VBA を使って Excel
上で本格的なプログラムを作ることができ
ます。既製品ソフトよりも自作したアプリ
の方が断然便利です。第 2 弾は『スタッフ
のシフト・システム』です。

8/28(日) 17:30~19:30 

所要時間 約 120 分

要事前予約
（当日参加も可）

講習会

プログラマーになりませんか‼
プログラミング体験講座
特定非営利活動法人会計実務教育協会

Microsoft‐Excel の VBA プログラミング
講座です。Excel 上で本格的なプログラム
を作ることができます。就職やフリーラン
スとして SE や PG を目指す方にもステッ
プに最適です。

8/28(日) 14:00~16:00 

所要時間 約 120 分

要事前予約
（当日参加も可）

手ぶら参加！簡単・オシャレ♪ 
初心者◎
パーツを選んでアクセサリー体験
ストリートアカデミー

お好きなパーツを組合せあなただけの
オリジナルアクセサリーを作ります。
初心者の方向けにお道具の使い方から
丁寧にレッスンします。迷われる方は
サンプルを参考に制作も出来ます。

３,６００円 Mail: onnaquunevie.accessoires@gmail.com８名 要事前予約
(当日参加も可 )

所要時間 約90分講習会

体験

みんな～楽しい絵を描いてみよう～
カードアート ・ ぬり絵体験
日本カードアート協会

カードアート・メンバー作品展
絵の苦手なメンバーばかりが楽しく個性豊
かに自由に描いた作品の展示です。カード
アートぬり絵体験を行います。8/20(土) 11:00~16:00

Tel: ０６－６６２９－２５６７（カフェギャラリー華）１００円

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

専門用語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！「わからない」を解
決してスマホライフを充実させましょう。
①応用編　10:30～　②基礎編　13:00～
③基礎編　14:30～　※初回（3,000円）には
テキストと受講費2回分込み

7 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」
関西プロボノの会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

5

8/28(日) 13:00~17:00

Mail: kicoka33@gmail.com無料当日随時受付先着２４名

8/24(水) 11:00~12:45

Tel: ０６-４３０３-４４３４要事前予約
（当日参加も可）

初回３,０００円
３回目以降５００円１２名

講習会 所要時間 約 60 分

8/3(水)・17(水) 
①10:30~②13:00~③14:30~

 Mail: hitotemacraft@gmail.com５００円（材料費含む）１０名 当日随時受付

7

当日随時受付 ５００円～ Mail: info@mokuiku.org

体験

8/11(木祝)・25(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。
※雨天中止所要時間 約 60 分

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: ０９０-５６４５-５５７３（岡本）

当日随時受付

× 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、講座が何回目につきましては、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♪

7 森の広場7 森の広場

7

５００円～

子どもの新たな才能を発見！
ちっちゃなアーティスト活動
NPO法人Deep People

子ども向けアートワークショップを開催し
ます。自分の気持ちや好きなものをカタチ
にし、アートに触れて右脳を活性化させま
しょう！どなたでも体験できますので、お
気軽にお越しください。

体験 所要時間 約 10~30 分

8/20(土)  11:30~18:00

Mail: taiken@deeppeople.jp当日随時受付

8

Mail: saoritoyosaki@gmail.com

夏休みのワクワクさをり織り体験

SAORI 豊崎長屋
夏休みのワクワクさをり織り体験

さをり織りは自分だけの感性を織りに色に
表現する手織り体験です。世界に一つしか
出来上がらない自分だけの織り作品をお楽
しみくださいね

体験 所要時間 約 30 分

８００円

8/20(土) 10:00~17:00

当日随時受付当日随時受付

 Mail: info@apex.or.jp３,０００円先着１０名

講習会

複式簿記がわかる体験講座
複式簿記がわかる体験講座
特定非営利活動法人会計実務教育協会

事業にはもちろん家計簿にも役立つ複式簿
記を完全オリジナルの学習専用ソフトを
使って習うやさしい簿記の講座です。ス
タッフがアシストし PC と対話しながら進
められるストレス・フリーの講座が人気で
す。

8/7(日)
14:00~16:00/17:30~19:30

所要時間 約 120 分

要事前予約
（当日参加も可）  Mail: info@apex.or.jp３,０００円先着１０名
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7 森の広場
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 Mail: info@apex.or.jp９,０００円先着１０名

 Mail: info@apex.or.jp３,０００円先着１０名
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