
2021. 7

9:00～10:007月4日（日）

①13:00 ②15:007月4日（日）

9：00～9：507月11日（日）

①10:30～12:00 ②13:00～14:307月24日（土）

7月1日（木）―7月31日（土） 11：00～18：00

7月3日（土） ①11:00 ～ 12:30 ②13:30 ～ 15:00

7月1日（木）―7月31日（土） 10:30～17:00

10:30～12:307月16日（金）

14:00～7月17日（土）

≪ランニング≫ 19：30～20：307月21日（水）

「リボンの薔薇」 ミニデコミラー～1本のリボンが薔薇に変身
～お子様の夏休みの自由課題にもオススメ！～

枚方T-SITEプレゼンツ ～ビューティー・ヘルスヨガ⑲～

Neighbors Complain（ネイバーズ・コンプレイン）
ニューリリース記念インストアライブ

〈 KANEBO 〉その洗顔、あってますか？
～with マスク生活の肌を快適にするカギはW洗顔～

〈 資生堂 〉メイクキープミスト60秒無料体感
～朝のメイク崩れない！感動の化粧もち。ツヤ＆密着。～

※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。

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #56・#57

イベント

イベント

ワークショップ

イベント イベント

イベントイベント

ライブ

イベント

ワークショップ

セミナー

ＨｉｍｉＤｏｌｃｅ～ひみのドルチェ工房☆しばひとみ

4F shugei lab. 各4名3,500円（税込）
メール（ribbonlovers8@gmail.com）

枚方 T-SITE ／ SotoasoWEB（枚方T-SITE HP）
1F 屋外テラス前集合 無料 20名

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（枚方T-SITEのHP）

優先エリア30名無料（商品購入者優先入場）1F屋外
枚方 T-SITE予約不要

4F shugei lab.
各2組（1組はご家族単位でご兄弟お2人まで可能です）

2,100円（税込）
メール（himidolce@gmail.com）

40名
4F イベントスペース 無料（予約先着）

WEB（枚方T-SITE HP）

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

なし４F 向井化粧品店 資生堂コーナー 無料
向井化粧品店予約不要 072-841-2188

himidolce@gmail.com

枚方 蔦屋書店

4F イベントスペース 10名※小学生以上1,000円（税込）
電話・店頭・予約不要（人数に余裕があれば飛び入り参加可能）・
WEB予約（枚方T-SITEのHP） 072-844-9000

7月18日（日）9:00 ～ 10:00

7月21日（水）11:00 ～ 12:00 イベント

Newトレ ピラティス

4F カフェスペース
10名

1,500円（税込）
メール（rzp8zenxz@i.softbank.jp）・電話（090-5852-3871）オダ マチコ

072-844-8484

072-844-9000

〈ランニング〉 19：30～20：30　7月7日（水）
ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #56・#57

イベント

20名無料1F 屋外テラス前集合 

枚方 T-SITE / Sotoaso
WEB（枚方T-SITE HP）

072-861-5700

①10:30～12:30 ②13:30～15:00　7月6日（火）

シェルのネックレス ～天然石で作るアクセサリー～

各4名2,000円（税込）4F shugei lab. 

ママン・エヌ
メール（maman.n@ymobile.ne.jp）

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（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

メール（chika00215@gmail.com）
4F  shugei lab. 4名1,500円（税込）

渡邉 千香子

肌をきれいにする基本ケアアイテムの
クレンジング＆洗顔
毛穴の汚れ・開き、角栓、くすみ、肌あれなど
お悩みに合わせたW洗顔の正しい方法・効果を
分かりやすくお伝えします！

今年も進化！
マキアージュドラマティックミストをメイクの上に
シュっとひと吹きすると、ファンデ、眉、
チークが密着して、崩れません！
店頭でご自身でご体感頂けます。

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。

枚方駅前の"枚方 T-SITE"と、私市駅前のアウトドアショップ"Sotoaso"が
協力して行うランニングイベント。
第1、第3水曜日の夜19時30分に枚方T-SITEを出発。
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。密にはならずにお互いの距離を保ちながらの
ランニングを実施してまいります。

2014年大阪にて結成された、ストリート発のR&Bバンド。
そのヴォーカル＆サウンド・メイクは、
ファレル・ウィリアムス、ブルーノ・マーズ、
メイヤー・ホーソン、TUXEDOなどを彷彿させる
新世代セルフ・コンテインド・バンド、
そんな彼らが12月に引き続き4月14日の
アルバムリリース記念として再び枚方蔦屋書店に登場します

枚方駅前の"枚方 T-SITE"と、私市駅前の
アウトドアショップ"Sotoaso"が協力して行う
ランニングイベント。第1、第3水曜日の夜19時30分に
枚方T-SITEを出発。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。
密にはならずにお互いの距離を保ちながらの
ランニングを実施してまいります。

Sunday Morning ヨガ AriyaYoga
～気持すっきり朝のヨガ～

7月9日（金） 10：30～13：00

ビーズ刺繍で作る流れ星アクセサリー

ワークショップ

4名3,500円（税込）4F shugei lab.

Be in clover 大堀裕子
メール（beinclover.yuko@gmail.com）電話（090-8386-4966）

「これ作りたい！」のリクエストにお応えして、
再びビーズ刺繍で作る流れ星アクセサリーを作ります。
身に着ける人に明るさと自信を与えてくれる‘
スターモチーフ’を、天然石、スワロフスキーなど
数種類の材料を星型に刺繍していきます。

革のエコバッグホルダーをつくろう

①10:30～12:00 ②13:30～15:00　7月12日（月） ワークショップ

メール（manmaruworks00@gmail.com）
4F  shugei lab. 各4名2,000円（税込）

manmaruworks

羊毛フェルトでつくる『ころっとオカメインコさん』

①10：30～12：00 ②13：00～14：307月14日（水） ワークショップ

メール（iatole_earlyblue@docomo.ne.jp）
4F  shugei lab. 各4名2,800円（税込）

松本 雅美

ピーナッツで作る初夏のリース

起業について学べるセミナー第１回「女性の起業＃1」
講師：松本梓（チアフル株式会社 代表取締役）

枚方T-SITEプレゼンツ 
～ビューティー・ヘルスヨガ⑲～

会社に所属しなくても個人で仕事も場所も
様々な選択ができるこの時代、最初の一歩を
どう踏み出したらよいかを悩む方も多いはず。
各分野で自ら起業し実績をあげられている
講師陣のセミナーを６回にわたって開催します。
駅直結の素敵な空間でのセミナー、
参加費無料ですのでお気軽にお越し下さい。

ヨガとピラティスの効果で、筋肉に
アプローチする事で代謝を上げる身体を
作りや痩せやすい体型を目指します。
運動強度は少し高めですが、どなたでも受けて
いただけるようにプログラム構成していきますので、
初めての方も是非ご参加ください。

北河内地域活性化推進協議会 072-843-5154（北大阪商工会議所 中小企業相談所）

yoga&pilates ～姿勢を整え 痩せやすい身体づくりへ～

フェイクスイーツワークショップ～まるでパフェ？！樹脂粘土で
ひえひえいちごのアイスバーのキーホルダーを作りましょう～

072-861-5700

090-1917-5500RIBBON LOVERS/日本リボンローズ協会

9:00～9:507月25日（日）
Sunday Morning ヨガ AriyaYoga
～気持すっきり朝のヨガ～

10:30～12:007月26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

ＨｉｍｉＤｏｌｃｅ～ひみのドルチェ工房☆しばひとみ

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

ステンドグラスの技法を使ってガラスの薔薇を
つくりませんか。パープル系、アンバー系、ホワイト系の
3本の薔薇をおつくりいただけます。
茎は銅線なので、お好きなように
曲げたり伸ばしたりできます。

① 10:30～12:30 ② 13:30～15:307月21日（水）

ステンドグラスのローズたち

4F shugei lab. 各4名3,900円（税込）
ikedasatomi stainedglassメール（sarehiso@icloud.com）

①10:30～12:30 ②13:30～15:307月27日（火）
足あとブーケワークショップ～かわいい足形を
ブーケのようにきれいに飾りませんか？～

4F shugei lab.
各2組 メール（himidolce@gmail.com）

ワークショップ

ワークショップ 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（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

ワークショップ

イベント

10:30～12:007月22日（木）

海のカケラの耳飾りづくり

mildepapilio 小畑香織メール（mildepapilio@outlook.jp）
4F shugei lab. 2,500円（税込） 4名

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?

ワークショップ

A5サイズ

▲

3,000円（税込）A4サイズ

▲

3,500円（税込）

ワークショップ


