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2022.
※ 新型コロナウィルス感染症による影響を考慮し、記載の各種イベント開催を予告なく中止する場合がございます。
※ イベント中止情報につきましては、枚方TサイトのHP上でご案内しておりますので、必ずご確認ください。

8月1日
（月）〜8月24日
（水）（8月14・15・16日は休業のため除きます）
イベント
10:00〜19:00（受付時間10:00〜17:00）

夏バテしらずのお肌づくり

8月11日（木） ①10:30〜12:30 ②13:00〜15:00

無料

向井化粧品店

ribbonlovers8@gmail.com

8月12日（金）10:30〜12:30

ワークショップ

革のボトルホルダーをつくろう

072-841-2188

8月1日
（月）〜8月24日
（土）10:30〜18:00

イベント

《資生堂》パーソナルカラー診断
予想通り？
！それとも？
！

今回は、革のボトルホルダーを作ります。
水筒やペットボトルなど
入れていただける大きさになっております。
これから暑い日が続きます。
お茶などのお持ち歩きにいかがでしょうか？

8月14日（日）9:00〜9:50（50分レッスン）

8月3日（水）・08月17日（水） 19：30〜

イベント

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #77

イベント

8月4日（木）・8月20日（土）①10:30〜12:30 ①13:30〜15:30

ワークショップ

8月17日（水）･8月23日（火）①10:30〜12:30 ②13:30〜15:30

サボテンステンドグラス

太陽の石ペリドットをハートにとめて

ステンドグラスの技法を使って
ガラスのサボテンをつくりませんか?
立体感があるのでどの角度から見ても楽しめます。

古代エジプトで太陽の石と呼ばれた
ペリドットの美しいオリーブグリーンのお色は、
見ているだけで心が癒され、
自然と気持ちを前向きにしてくれることでしょう。

8月05日（金） ①10:30〜12:00 ②13:30〜15:00

ワークショップ

8月18日（木）10:30〜12:30

072-861-5700

60名様

予約不要

室町時代に誕生した三大芸道の一つ「香道」は、
香りの芸術であり最上のおもてなしです。
この度は自然界の奇跡によって完成した香木の香りを
ご堪能の上、
「組香」と呼ばれる
お香当て遊びをお楽しみください。

ワークショップ

4F shugei lab.
3,000円
（税込）
各4名
メール予約⇒iatorie̲earlyblue@docomo.ne.jp

松本 雅美

8月24日（水）・8月28日（日）

ワークショップ

①11:00〜 ②15:00〜（10分前より受付開始）所要時間45分程度

ファブリックパネルをつくろう
marble SUDのオリジナルテキスタイルを使って
ファブリックパネルを作るワークショップを
2年ぶりに開催いたします。

4F マーブルシュッド
2,500円(税込）
/1回
電話予約・店頭予約
各4名様
（15歳以上参加可 タッカー使用のため小さなお子様ご同伴での参加不可）
マーブルシュッド枚方店
072-896-6660
ワークショップ

8月25日（木）10:30〜12:00（※12:00〜13:00にて物販）

刺し子ワークショップ

海のカケラの耳飾りづくり

“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。
フェルティングニードルを使って羊毛をまとめていく、
ニードルフェルティングという手法で作ります。
羊毛フェルトが初めての方でも、お気軽に参加下さい。

今回は、布巾の仕立て方から
縫い方までをレッスンします。
仕立てやいつもの縫い方を少し工夫すると、
仕上がりが変わりますよ。

海に流れ着いたガラスのカケラ。
シーグラスは角が取れてコロンと綺麗なかたちになるまで
短くても30年の月日が必要だそうです。
長い年月をかけ、ひとつとして同じかたちのない
海のカケラを使って、あなただけの
オリジナルの耳飾りを作ってみませんか?

4F shugei lab.
2,800円
（税込）
各4名様
メール予約⇒kousui̲2010@yahoo.co.jp
大村 ミサ
maman.n@ymobile.ne.jp

各4名様
manmaruworks

8月7日（日）・8月21日（日） 9：00〜10：00

イベント

ビューティーヘルスヨガ〜夏バテを解消しよう〜

10名様

枚方 蔦屋書店

電話・WEB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

ワークショップ

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。

1,000円
（税込）
072-844-9000

ワークショップ

4F shugei lab.
2,500円
（税込）
各4名様
メール予約⇒mildepapilio@outlook.jp／instagram DM⇒@mildepapilio
mildepapilio 小畑香織
mildepapilio@outlook.jp

ベビー＆ママヨガ教室

盛夏真っただ中。
お身体をしっかり伸ばしながら夏の疲れを溜めない
不調知らずのメディカルヨガを致します。

4F イベントスペースもしくはカフェスペース

8月19日（金）・8月24日（水） 10:30〜11:30

ワークショップ

ノートカバー

羊毛フェルトでつくる
『くじらさん』

4F shugei lab.
2,200円
（税込）
manmaruworks00@gmail.com

トーク・セミナー

8月24日（水）①10:30〜12:30 ②14:00〜16:00

4F shugei lab.
2,800円
（税込）
各4名様
メール予約⇒maman.n@ymobile.ne.jp／電話予約⇒090-8190-2369
ママン・エヌ
maman.n@ymobile.ne.jp

4F shugei lab.
4,500円
（税込）
各4名様
メール予約 sarehiso@icloud.com／Instagram DM i̲satomi̲stainedglass
Ikedasatomi stainedglass
sarehiso@icloud.com

無料

枚方市総合文化芸術センター別館4階 第2和室
3,000円
（税込）
各回 20名様
WEB予約⇒枚方 蔦屋書店Yahoo!店内
072-844-9000
枚方 蔦屋書店

暑い日々が続き、身体疲れていませんか。
今月は夏の疲れをリセットし、
心身ともにリセットできるようなポーズを取り入れて
ヨガを行っていきます。
4F イベントスペース
1,000円
（税込）
10名
（小学生以上）
電話・店頭・WEB予約⇒枚方T-SITEのHP（人数に余裕があれば飛び入り参加可能）
ヨガハウス シャシャンカ
072-844-9000

1階 屋外テラス前集合
無料
20名
WEB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP
072-861-5700
枚方T-SITE / Sotoaso

4F カフェスペース
Sunny5 (新日五）

【Japanese culture salon for EXPO】
雅な納涼 香道体験会

Sunday Morning ヨガ
【AriyaYoga〜リセットヨガ〜】

072-841-2188
4F 向井化粧品店 資生堂コーナー
向井化粧品店
ドレープ診断 2,750円
（税込）
〜／タブレッ
ト診断 1,350円
（税込）
〜 ※マキアージュ商品代として
予約不要
（店頭状況によりご希望に添えない場合もありますので、
ご予約をお勧めします）

〜共に学び平和を守る〜
ウクライナ出身のイラストレーター
JuliaTveritina(ジュリア・トベリチュナ）が
戦争が始まってから、100日間描続けたイラスト作品と、
戦争の真実を語る日記を同時に展示

8月21日（日） 午前の会 11:00〜／午後の会 13:30〜

4F shugei lab.
3,000円
（税込）
各4名様
メール予約⇒hika00215@gmail.com／WEB予約⇒chika̲green̲2020
渡邉 千香子

ドレープ(布)またはタブレットを使って
パーソナルカラーを診断します♪
診断後は、魅力を引き出すカラーアイテムを
一緒にお選びします♥

展示

ジュリアの100日戦争日記展
Julia's 100days of War 〜共に学び平和を守る〜

4F イベントスペース
6,000円
（税込） 各4名様
（7歳以上）
メール予約 ribbonlovers8@gmail.comWEB予約 https://www.ribbon-rose.com/

一人一人に合った夏のスキンケア方法
ご紹介させて頂きます♪その場で体感も頂けます。

8月20日（土）

10:00〜19:00（14:00〜15:00 戦争経験者（語り部）によるトークイベントにより休憩）

「リボンの薔薇」夏カゴバッグ

RIBBON LOVERS／日本リボンローズ協会

４階 向井化粧品店 カネボウコーナー

ワークショップ

4F カフェスペース
2,000円
（税込）
各5組（予防接種後24時間以内の参加はお避け下さい。）
WEB予約⇒https://resast.jp/page/event̲series/52965
Babymamasalon Happytree
happytree.tomoko@gmail.com

8月29日（月）10:30〜12:30

トーク・セミナー

コンシェルジュカフェ
〜ふわはね先生と一緒に新刊読み合わせ会〜
絵本が大好き！という大人の方、お仕事やご家庭、
ボランティアでお子様に絵本の読み聞かせを
されている方におすすめです。
枚方蔦屋書店にその月に入荷した絵本を
皆様にご紹介します。
2F イベントスペース
枚方 蔦屋書店

1,600円
（税込）

8名様

WEB予約 ⇒枚方T-SITEのHP

072-844-9000
（枚方 蔦屋書店 2階 絵本と子ども）

