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〈ランニング〉19：30～20：308月18日（水）8月4日（水）10:30～11:30

8月4日（水）〈ランニング〉19：30～20：30

8月1日（日） 9:00～10:00

11：00～18：008月21日（土）～8月31日（火）

①10:00～10:45 ②11:00～11:45 ③13:00～13:45 ④14:00～14:458月25日（水）

※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。

親子で作ろう！お箸置き（陶芸体験）

イベント

イベントイベント

イベント

枚方 T-SITE / Sotoaso

百々音momone 松岡 悠子・Hiroeメール（momone@zeus.eonet.ne.jp）
 4F shugei lab. 2,000円（税込み・送料込み）※お箸置き4個分 各4名

1階 屋外テラス前集合
20名

無料
WEB予約（枚方T-SITEのHP）

10名（男性の方は必ず女性1名以上と同伴）
4F イベントスペースもしくはカフェスペース 1,000円（税込）

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

5組（予防接種後24時間以内の参加はお避け下さい。）
4F カフェスペース 2,000円（税込）

Babymamasalon Happytree
WEB予約（https://resast.jp/page/event_series/52965）

happytree.tomoko@gmail.com

072-861-5700 090-1917-5500

8月22日（日）①11:00 ～ 12:30 ②13:30 ～ 15:00

11:00～12:008月18日（水）

yoga&pilates ～姿勢を整え 痩せやすい身体づくりへ～

イベント

10名（男性参加OK）1,500円（税込）4F カフェスペース 

Newトレ ピラティス
メール（rzp8zenxz@i.softbank.jp）

090-5852-3871（オダ マチコ）

各4名3,200円（税込） 4F shugei lab.

Bear 工房とんがり
メール（tongari.taketani@nifty.com）

090-1027-3258

メール（ribbonlovers8@gmail.com）
4F shugei lab. 各4名(7歳以上)4,500円（税込）

RIBBON LOVERS / 日本リボンローズ協会

～ヨガの講師がプライベートでする朝のヨガ～
「夏バテ解消ヨガ」
 盛夏と共にお身体の疲れがなかなか抜けない８月。
むくみを取りながらお身体を大事にする
ヒーリングヨガを致します。どうぞお楽しみに！！

数種類のリネンを使って
お花のコサージュを作ります。
型紙は一枚、布の絞り加減で
お花の形を作って行きます。

1本のリボンが魔法のように薔薇に変身する
リボンローズ。夏休み期間に合わせてお子様も
楽しめるお散歩ポシェットを作製いただきます。

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。
産後で不安定になったり育児に疲れているママにとって、
心の安定はとても大切です。

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。   

親子で作るお箸置きのワークショップです。
板状にのばした粘土にハンコを押し当てて、
模様を作っていただき、
お好きな形に切り抜いて形を整えます。

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。

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #59

8月18日（水）①10：30～12：00 ②13：00～14：30 ワークショップ

4名2,800円（税込）4F shugei lab.

松本 雅代
メール（iatorie_earlyblue@docomo.ne.jp）

10:30～12:008月20日（金） ワークショップ

メール（mildepapilio@outlook.jp）
4F shugei lab. 4名2,000円（税込）

mildepapilio 小畑香織

海のカケラの耳飾りづくり

①10:30～12:00 ②13:00～14:308月21日（土） ワークショップ

ワークショップ

ワークショップ

「リボンの薔薇」お散歩ポシェット
～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！～

〈資生堂〉新生 オールインワン 体感会
～あなたはどのタイプにしますか？～

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #58

身体が硬くても大丈夫！！
初めての方、慣れている方も大歓迎！！

Sunday Morning ヨガ AriyaYoga～
ガチガチの心と身体を緩める～

①10:30～12:30 ②13:30～15:308月28日（土）

ベアのキーストラップ(リール付)

愛らしいかすみ草や紫陽花を集めて、
可憐なリースを作ります。
仕上げにリボンをあいらって雰囲気良く仕上げます。

10:30～12:308月24日（火）

かすみ草のリース

4F カフェスペース　 6名4,000円（税込）
KUSUNOKI apartment 松井智子メール（matsupjp@yahoo.co.jp）

8月8日（日） 9：00～9：50 イベント

8月22日（日）9：00～9：50

Sunday Morning ヨガ AriyaYoga～
ガチガチの心と身体を緩める～

イベント

イベント

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

ワークショップ

イベント

10:30～11:308月25日（水）

9:00～10:008月29日（日）
枚方T-SITEプレゼンツ
～ビューティー・ヘルスヨガ⑳～

ワークショップ

枚方T-SITEプレゼンツ ～ビューティー・ヘルスヨガ⑳～ リネンのお花のコサージュ～色々なリネンを使って
オリジナルなコサージュを作りましょう～

ベビー＆ママヨガ教室

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）
WEB予約（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000
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）
WEB予約（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

8月15日（日） 9:00～10:00 イベント

枚方T-SITEプレゼンツ 
～ビューティー・ヘルスヨガ⑳～

8月23日（月）①10:30～12:00 ②13:30～15:00

羊毛フェルトでつくる『すいすい金魚』

manmaruworks

4F shugei lab.
各4名

2,000円（税込）
メール（manmaruworks00@gmail.com）

10名（男性の方は必ず女性1名以上と同伴）
4F イベントスペースもしくはカフェスペース 1,000円（税込）

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

枚方 T-SITE / Sotoaso

1 階 屋外テラス前集合
20名

無料
WEB予約（枚方T-SITEのHP）

072-861-5700

メール（sarehiso@icloud.com）
4F shugei lab. 各4名3,800円（税込）

ikedasatomi stainedglass

今回は半田ごてを使わず、
こちらで用意したステンドグラスのパーツから
お好きなパーツを4つお選びいただき、
3段のモビールを組立てていただきます。

①11:00～12:00 ②13:00～14:008月27日（金） ワークショップ

ワークショップ

ステンドグラスのモビール

090-1917-5500
メール（himidolce@gmail.com）

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）2,900円（税込）

ＨｉｍｉＤｏｌｃｅ～ひみのドルチェ工房☆しばひとみ

“夏休みスペシャル”ということで、
夏休みの工作にもぴったりな、実用的でいつもより
大きめの作品です。軽量粘土をこねこね、
アイスクリームを２つ作って、形を選んで
チョコワッフルも作りましょう。

フェイクスイーツワークショップ夏休みスペシャル
～何入れる？アイスとチョコワッフルがおいしそう！ひみつの小物入れ～

ベビー＆ママヨガ教室

イベント

5組（予防接種後24時間以内の参加はお避け下さい。）
4F カフェスペース 2,000円（税込）

Babymamasalon Happytree
WEB予約（https://resast.jp/page/event_series/52965）

happytree.tomoko@gmail.com

10名（男性の方は必ず女性1名以上と同伴）
4F イベントスペースもしくはカフェスペース 1,000円（税込）

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

イベントイベント

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。

10:30～12:008月30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)


