
5/14（土）
七月隆文トーク＆サイン会 鮮やかな恋と不思議
～枚方 蔦屋書店・文学サロンVOL.31～
長く愛され続けている諸作品の魅力を「恋」、「不
思議」と言ったテーマの元、掘り下げて参ります。

［時間］14時～［場所］4F カフェスペース
［定員］オフライン40名/オンライン無制限
［参加費］オフライン¥1,000（税込）/
 　　　　　　　 オンライン¥ 500（税込）
［主催］枚方 蔦屋書店
［予約］オンラインショップでチケット購入

5/10（火）
“百色シルク”で作る･初めてのゆびぬき
京都の美しい絹糸で「自分の色」の
キーホルダー・ネックレスを作りましょう。

［時間］10時30分～12時30分
［場所］4F shugei lab.［定員］４名
［参加費］¥4,400（税込）
［主催］アトリエ立夏
［予約］ricca.jewelry@gmail.com

5/1（日）～5/16（月）
《資生堂》落ちない！取れない！
眉メイクレッスンプロ伝授
マスクメイクには欠かせない眉メイク。
スタッフと一緒にレッスンしませんか？

［時間］10時30分～17時30分
［場所］4F 向井化粧品店
                         資生堂コーナー
［参加費］¥1,980（税込）
［主催］向井化粧品店

5/12（木）
羊毛フェルトでつくる
『ハスのはっぱ持ったカエルさん』
“簡単で可愛い、ちゃんと完成” が
テーマの羊毛フェルトワークショップ。 

［時間］①10時30分～12時
                   ②13時30分～15時
［場所］4F shugei lab.［定員］各4名
［参加費］¥2,200（税込）
［主催］manmaruworks
［予約］manmaruworks00@gmail.com

5/5（木･祝）･5/7（土）
チョークアート講座 by IKUALOW　
下絵ありで、絵が苦手な方でもステキな
チョークアートが仕上がります！

［時間］5日 10時～11時／7日 ①10時～11時
                  ②11時30分～12時30分
［場所］１Fイートインスペース
［定員］６名（４歳～可／親御さん同席）
［参加費］¥2,000（税込）
［主催］IKUALOW
［予約］枚方T-SITEのHPよりWEB予約

5/5（木･祝）
sae’s kitchen～わたしのぬか床教室
「ぬか床ってなんだろう？」からぬか漬けの
基本、お手入れ方法をレクチャー！

［時間］①13時30分～14時10分
                   ②15時～15時40分
［場所］１Fイートインスペース
［定員］各回８名
［参加費］¥2,500（税込）
［主催］sae’s kitchen 為後 左依
［予約］枚方T-SITEのHPよりWEB予約

5/5（木･祝）･5/7（土）
チョークアート講座 by IKUALOW　
下絵ありで、絵が苦手な方でもステキな
チョークアートが仕上がります！

［時間］5日 10時～11時／7日 ①10時～11時
                  ②11時30分～12時30分
［場所］１Fイートインスペース
［定員］６名（４歳～可／親御さん同席）
［参加費］¥2,000（税込）
［主催］IKUALOW
［予約］枚方T-SITEのHPよりWEB予約

5/1（日）～5/31（火）
〈KANEBO〉
あなたの首もとは見られている‼
首もと～美しく引き締まった印象へ～リンパにそっ
て効果的なマッサージ方法をレッスン致します。

［時間］11時～17時
［場所］4F 向井化粧品店
                         カネボウコーナー
［参加費］無料
［主催］向井化粧品店
［予約］不要

5/4（水･祝）・5/1８（水）
ヒラカタ ナイトラン＆
ミュージック クラブ #76
淀川の河川敷をメインに5km～7kmを
ジョギングペースでランニング！

［時間］19時30分～
［場所］1F 屋外テラス前集合
［定員］20名［参加費］無料
［主催］枚方T-SITE／Sotoaso
［予約］枚方T-SITEのHPより
                  WEB予約

5/5（木･祝）
絵本朗読会～
発声と朗読の『声のつばさ』
子供のありのままを信じる自信や
勇気がもらえる、絵本の朗読。

［時間］①9時30分～②10時15分～
［場所］３Fスペース（入口付近左手）
［定員］８名［参加費］¥500（税込）
［主催］濵野江里
［予約］HP申込みフォーム
https://wing-of-voice.com/contact/

5/7（土）
Modern Classics vol.1 
Supported by OWV SOUND SYSTEMS
～枚方T-SITE 英国ナイト～
ゴールデンウィーク期間、英国ブランド
「フレッドペリー」のポップアップショップ

［時間］17時~20時
［場所］4F イベントスペース
［定員］30名
［参加費］¥1,000（税込）
［主催］枚方T-SITE
［予約］WEB予約

5/16（月）
グリーンリーフとハウスのリース
爽やかな季節にぴったりのグリーンリーフと
ハウスのミニタペストリーを組み合わせた
リースを作ります。

［時間］①10時30分～12時30分
　　　    ②14時～16時
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥3,300（税込）
［定員］各4名［主催］松本 雅代
［予約］iatorie_earlyblue@docomo.ne.jp

5/17（火）
リネンと紫陽花のアンティーク色の壁飾り
雰囲気のあるリネンと、プリザーブドの紫陽
花をラフなイメージでガーランドタイプの壁
飾り。飾り方を変えて楽しんでいただけます。

［時間］①10時30分～12時30分
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥4,000（税込）［定員］4名
［主催］KUSUNOKI
　　　    apartment 松井智子
［予約］matsupjp@yahoo.co.jp

5/20（金）
シルバーメタル・プレナイトのネックレス
瑞々しいフルーツのグリーンを思わせるお色
のプレナイト10ミリ丸玉で、5月の風を纏った
ようなネックレスを作ります。

［時間］①10時30分～12時
　　　    ②13時30分～15時
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥2,500（税込）
［定員］各4名［主催］ママン・エヌ
［予約］maman.n@ymobile.ne.jp

5/18（水）
革と布のトートバッグをつくろう
布のトートバッグ部はあらかじめ作ってありま
す。バッグの持ち手とポケットとタッセルをつ
けて完成させていきます。

［時間］10時30分～12時30分
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥4,000税込）
［定員］4名［主催］渡邉千香子
［予約］chika00215@gmail.com

5/27（金）
海のカケラがキラリ マスクストラップづくり
日常的に手放せないマスク。外出先でちょっ
と外したい時に、無くす心配のない便利なマ
スクストラップづくりの会です。

［時間］①10時30分～12時
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥2,500（税込）
［定員］4名
［主催］mildepapilio 小畑香織
［予約］mildepapilio@outlook.jp

5/22（日）・5/23（月）
色選びから始めるブレスレット作り
数ある中からお好きな色、形のビーズを選ん
で、世界に一つだけのご自分の為のブレスレ
ットを作りましょう！

［時間］10時30分～13時30分
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥5,500（税込）
［定員］各4名
［主催］Be in clover  大堀裕子
［予約］beinclover.yuko@gmail.com

5/21（土）
「リボンの薔薇」フルーツパフェアレンジ
お部屋のディスプレイに…贈り物に…これか
らの季節にぴったりなリボンの薔薇をあしら
ったフルーツパフェを作りませんか？

［時間］①10時30分～12時30分
　　　    ②1３時～15時
［場所］4F shugei lab.
［参加費］¥4,500（税込）［定員］各4名
［主催］RIBBON LOVERS/日本リボンローズ協会
［予約］ribbonlovers8@gmail.com

5/15（日）
Vermilion Field(ふたりバーミリオン)
インストアライブ

［時間］①13時～②15時～
［場所］1F 屋外
［定員］無し
［参加費］無料
［主催］枚方T-SITE

5/14（土）
ステンドグラスのローズパネル
ステンドグラスの技法を使ってバラの
ミニパネルをつくるワークショップ。

［時間］①10時30分～12時30分
                     ②13時30分～15時30分
［場所］4F shugei lab.［定員］各4名
［参加費］¥4,500（税込）
［主催］Ikedasatomi stainedglass
［予約］sarehiso@icloud.com

5/26（木）
ベビー＆ママヨガ教室
赤ちゃんと一緒に楽しく身体を動かして、
親子の絆を深めましょう！
ヨガには精神を整える効果があります。

［時間］10時30分～11時30分
［場所］4F カフェスペース
［定員］5組［参加費］¥2,000（税込）
［主催］Babymamasalon Happytree
［予約］https://resast.jp/page/
　　　   event_series/52965

『ふたりバーミリオン』が日曜日の午後を
グルービーなひとときに演出してくれます。
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