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9:00～10:006月6日（日）

10:30～13:006月5日（土）

11:00～12:006月16日（水）

≪ランニング≫ 19:30～20:306月16日（水）

①10:30～12:30 ②13:30～15:306月26日（土）

6月15日（火） ①10:30～12:00 ②13:30～15:00

6月1日（火）―6月30日（月） 10:30～17:30

6月2日（水） ≪ランニング≫ 19:30～20:30

6月1日（火）―6月14日（月） 10:30～17:30

10:00～16:00　6月26日（土）

6月18日（金）《ワークショップ》10:30～12:00 《物販》12:00～13:00

10:30～12:00　6月19日（土）

10:00～16:00　6月19日（土）

6月22日（火） ①10:30～12:30 ②13:30～15:00

6月22日（火） 10:30～12:30

13:00～6月24日（木）

ステンドグラスのリーフ

枚方T-SITEプレゼンツ ～ビューティー・ヘルスヨガ⑱～

刺繍で作る花のウッドブローチ 服を1日で作るワークショップ
～おばあさんと服づくり tenkoさんのおむすびごはん～

〈 資生堂 〉毛穴レス＆シルク肌 先行体感！
～6/21新発売 クレ・ド・ポーボーテ クレイ洗顔～

〈 KANEBO 〉毛穴のお悩み基礎講座
～その毛穴！気になりませんか？～

※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。

陶器のカケラのブローチ・ペンダントトップづくり

アンダリュサイトとソープストーンのネックレス
～天然石で作るアクセサリー～

夏の黒いリース

会社を売るという選択肢
会社を買うという選択肢そのポイントと注意点
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トーク・セミナー

枚方T-SITE／Sotoaso

メール予約（rzp8zenxz@i.softbank.jp・電話予約（090-5852-3871）
4F カフェスペース 10名1,500円（税込）

Newトレ ピラティス

4F shugei lab. 各4名3,900円（税込）
ikeda satomi stainedglassメール予約（sarehiso@icoud.com）

6名10,000円（税込）星ヶ丘洋裁学校

星ヶ丘洋裁学校shugei lab. 店頭予約・WEB予約（枚方T-SITE HP）

北河内地域活性化推進協議会WEB（枚方T-SITE HP）
4F イベントスペース 無料（予約先着） 35名

メール予約（manmaruworks00@gmail.com）

090-5852-3871（オダ マチコ）

各4名2,000円（税込）4F shugei lab. 
manmaruworks

10名1,000円（税込）4F イベントスペースもしくはカフェスペース

枚方 蔦屋書店
電話（072-844-9000）・ web予約（枚方T-SITEのHP）

4名3,000円（税込）4F shugei lab.

irocomono
メール予約（irocomono@gmail.com）

1階 屋外テラス前集合 20名無料
WEB（枚方T-SITE HP）

6名
星ヶ丘洋裁学校 9,000円（税込）

shugei lab. 店頭予約・WEB予約（枚方T-SITE HP）

なし４F 向井化粧品店 資生堂コーナー 無料
向井化粧品店電話予約（072-841-2188）・店頭予約 072-841-2188

なし４F 向井化粧品店 カネボウコーナー 無料
向井化粧品店予約不要 072-841-2188

072-861-5700

枚方T-SITE／Sotoaso
1 階 屋外テラス前集合 20名無料
WEB（枚方T-SITE HP）
072-861-5700

mildepapilio@outlook.jp

090-1917-5500

6月20日（日）①10:30～11:45 ②12:30～13:45 ③14:30～15:45

ＨｉｍｉＤｏｌｃｅ～ひみのドルチェ工房☆しばひとみ

4F shugei lab. 各2組2,500円（税込）
メール予約（himidolce@gmail.com）

himidolce@gmail.com

6月20日（日）9:00 ～ 10:00 イベント

枚方 蔦屋書店

4F イベントスペースもしくはカフェスペース
10名

1,000円（税込）
電話（072-844-9000）・web予約（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

irocomono@gmail.com

072-844-9000

10:30～12:306月12日（土）
紫陽花守り

ワークショップ

6名4,000円（税込）4F カフェスペース

KUSUNOKI apartment 松井智子
メール（matsupjp@yahoo.co.jp）

matsupjp@yahoo.co.jp

9：00～9：506月13日（日）

Sunday Morning ヨガ AriyaYoga～身体が硬い人のためのヨガ～

10名※小学生以上1,000円（税込）4F イベントスペース 

枚方 蔦屋書店
電話（072-844-9000）・web予約（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

10名※小学生以上1,000円（税込）4F イベントスペース 

枚方 蔦屋書店
電話（072-844-9000）・web予約（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

4名2,500円（税込）4F shugei lab.

mildepapilio 小畑香織
メール予約（mildepapilio@outlook.jp）

メール予約（ribbonlovers8@gmail.com）
4F  shugei lab. 4名2,500円（税込）

RIBBON LOVERS／日本リボンローズ協会

4F shugei lab. 各4名2,000円（税込）
メール予約（maman.n@ymobile.ne.jp）・電話（090-8190-2369）  ママン・エヌ

KUSUNOKI apartment 松井智子

4F カフェスペース 6名4,000円（税込）
メール予約（matsupjp@yahoo.co.jp）

毛穴の奥の黒ずみや、ざらつきはもちろん、
体感後の肌は、まるで卵の薄皮をむいたような
やわらかいむき卵肌に！
この感動を、是非ご体感下さい！

毛穴の汚れやひらき、くすみが気になる！
正しいお手入れ方法って？
最新の「毛穴ケア」「くすみケア」を
ご体感いただけます。

海に流れ着いたガラスや陶器のカケラ。
長い年月をかけて様々な形に姿を変え、
ひとつとして同じものがないカケラを使って、
たったひとつのリジナルアクセサリーを
作ってみませんか?

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。皆様の絵本との新たな出会いを
お手伝いすべく、枚方蔦屋書店5階では、コンシェルジュカフェ
～新刊読み合わせ会～を毎月月末に開催しております。       

このセミナーでは「後継者がいない会社が後継者を探す
選択肢」の一つとして、また起業家が「新規事業に進出したり、
業態転換を図る選択肢」の一つとして注目されている
“中小企業のM&A”である「第三者承継」について、
その概要やメリット、注意点などを解説します。       

３つのステッチを使い、お花の刺繍をし、
木枠のブローチへと仕立てます。
細やかな刺繍をしますので、刺繍をしたことが
あるかた向けのワークショップとなります。

しっとりと雨にぬれた紫陽花が美しい季節。
昔より、6月の6のつく日に紫陽花を軒下などに
吊ることで、邪気を払うという習わしがあります。
今回は、紫陽花と初夏の草木を一緒に束ね、
和紙で包んだ「紫陽花守り」を作ります。

羊毛フェルトでつくる『グレーのうさぎブローチ』

manmaruworks00@gmail.com

yoga&pilates
～姿勢を整え 痩せやすい身体づくりへ～

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #55

「リボンの薔薇」 キャンディポット
～ 1本のリボンが薔薇に変身～

服を1日で作るワークショップ
～おばあさんと服づくり tenkoさんのおむすびごはん～

フェイクスイーツワークショップ～樹脂粘土で世界に１つ
だけのお名前入りチョコがけクッキーチャームを作りましょう～

服を1日で作るワークショップです。
「繕い教室」で作ったワイドパンツを作ります。
ワークショップ会場は、「星ヶ丘洋裁学校」で行います。

初夏の季節、夏に負けない身体づくりの第一弾！
健康ヨガで内臓を整え、柔軟性を高めてまいります。
日常のお疲れを休日にオフして参りましょう。

星ヶ丘洋裁学校 星ヶ丘洋裁学校⇒072-840-2476

枚方T-SITEプレゼンツ ～ビューティー・ヘルスヨガ⑱～

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #54

ワークショップ

ワークショップ

6月21日（月）・6月25日（金） 10:30～12:30

渡邉 千香子
4F shugei lab. 各4名4,500円（税込）
メール予約（chika00215@gmail.com）
chika00215@gmail.com

matsupjp@yahoo.co.jp

革のポシェットをつくろう

講師：吉村正裕

072－828－5151（北大阪商工会議所 寝屋川支所）

星ヶ丘洋裁学校⇒072-840-2476

 sarehiso@icoud.com

9:00～9:506月27日（日）
Sunday Morning ヨガ AriyaYoga
～身体が硬い人のためのヨガ～

10:30～12:006月28日（月）

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～

5F フリースペース 6名1,500円（税込）
枚方 蔦屋書店

Babymamasalon Happytree

電話・店頭・web予約（枚方T-SITEのHP）
072-844-9000（枚方 蔦屋書店 5階 絵本と子ども)

10:30～11:306月29日（火）

ベビー＆ママヨガ教室

4F カフェスペース 5組1,500円（税込）
web予約（https://resast.jp/page/event_series/52965）

happytree.tomoko@gmail.com


