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10月2日（土）10:30～12:30

※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。

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

イベント

6名4,000円（税込）4F カフェスペース

朝夕の少しひんやりした空気に、
次の季節を感じる頃。
草花もその空気に冷やされたかの様に
色付き始めるものも…ほんのりピンクがかった、
秋桜の様な色合いの草花を、
季節の穂草と共にたばねて頂きます。

ワークショップ

①10:30～12:30 ②13:30～15:30

10:30～12:3010月27日（水）

10月17日（日）

かすみ草のリース

9:00～10:00 イベント

イベント

イベント

イベント

イベント

秋の秋桜色を束ねる

10月1日（金）～10月20日（水）10:30～16:30

４階 向井化粧品店　 無料 向井化粧品店
電話予約 ⇒ 072-841-2188・店頭予約

新発売のベネフィーク リュクスの
“たるみ引き上げ独自美容法”を体感しませんか？
簡単な3ステップで夏の肌疲れを解消し、
フェイスラインの引き締まった明るい肌に！

10/21新発売 資生堂「ベネフィーク リュクス」体感できます
～独自の美容法でフェイスラインをすっきりと引き上げます～

10月10日（日）9:00～9:50

コロナ禍において日々いろいろな情報に振り回され、
落ち着かない生活を送っていませんか？
短いヨガの時間ですが、ゆっくりと自分の身体を使い、
落ち着く時間を手に入れましょう。

Sunday Morning ヨガ AriyaYoga
～秋のスローヨガ～

10月10日（日）①11:00～12:30 ②13:30～15:00

各2組4F shugei lab. 2,900円（税込）

ＨｉｍｉＤｏｌｃｅ～ひみのドルチェ工房☆しばひとみ himidolce@gmail.com
予約フォーム ⇒ https://ssl.form-mailer.jp/fms/725bb9b7689831 web予約⇒ https://hirakata-t-site.resv.jp/reserve/calendar.php?cur_categ_id=1212

WEB予約 ⇒ https://ssl.form-mailer.jp/fms/549d1564716638

アイスやマシュマロおばけがハロウィンにぴったりな、
小物入れを作りましょう。軽量粘土をこねて
アイスクリームを２つと、かわいいマシュマロおばけも
作って、好きな型を選んでココアクッキーも作ります。

ワークショップ

フェイクスイーツワークショップ
～何入れる？ハロウィン気分のアイスと
マシュマロおばけがかわいいひみつの小物入れ～

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）
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

072-844-9000

10:30～11:3010月13日（水） イベント

イベント

ベビー＆ママヨガ教室

Babymamasalon Happytree

 4F カフェスペース
5組

2,000円（税込）
WEB予約 ⇒ https://resast.jp/page/event_series/52965

happytree.tomoko@gmail.com

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #62

枚方T-SITE / Sotoaso

1階 屋外テラス前集合
20名

無料
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

072-861-5700

10月8日（金） ワークショップ

メール予約（maman.n@ymobile.ne.jp）
4F shugei lab. 各4名2,500円（税込）

ママン・エヌ

大玉水晶のネックレス
～天然石で作るアクセサリー～

072-844-9000
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP
5Fエスカレーター横フロア 10名（筆記具を持参） 1,500円（税込）

北大阪商工会議所

あの「画王」のCMや「金鳥」のCM、
さらには石川さゆりの作詞まで数々の名作を
手掛けてきたレジェンドクリエイター垂水佐敏氏が
「ひらカレッジ」でクリエイティブ講座を開講します。

18:00～20:00 10月15日（金）

〈ひらカレッジ〉クリエイティブセミナー
～「新・自分が売れるキャッチフレーズの作りかた」～

ワークショップ

6名1,500円(税込)5F フリースペース

枚方 蔦屋書店
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

072-844-9001

10:30～12:00 10月25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～

10名（小学生以上）1,000円(税込）/1回4F イベントスペース

枚方 蔦屋書店
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

072-844-9000

9:00～9:50 10月24日（日）

Sunday Morning ヨガ AriyaYoga
～秋のスローヨガ～

10月16日（土）14:00～

072-843-5154

himidolce@gmail.com

 4F イベントスペース 40名無料（予約先着）

北河内地域活性化推進協議会

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ています。

起業について学べるセミナー第3回
「法人設立・資金調達について」
 講師:米田義則〈奥大和ビール代表・醸造家〉

イベント

WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

 10月27日（水）13:00～

072-828-5151

4F イベントスペース 35名無料（予約先着）

北河内地域活性化推進協議会

コロナ禍をきっかけに社会構造だけでなく、
消費の仕方・時間の使い方・人生設計…
あらゆるライフスタイルが変化していますが、
実は日本のみならず世界では起業が急増しています。

会社を売って、会社を買って、起業家になる。
ベンチャー型事業承継 M&A
講師：吉村正裕

10月3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㉒～

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
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP 072-844-9000

枚方T-SITEプレゼンツ
～ビューティー・ヘルスヨガ㉒～

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

KUSUNOKI apartment 松井智子

WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP 072-844-9000

10月6日（水）19:30～20:30 イベント

〈ひらカレッジ〉クリエイティブセミナー～明るい未来を
設計する「自分ビジョンの見つけ方」～

北大阪商工会議所

5Fエスカレーター横フロア
10名

1,500円（税込）
WEB予約（枚方T-SITEのHP）

072-844-9000

10月29日（金）18:00～20:00 イベント

10:30～12:00 10月21日（木） ワークショップ

メール予約⇒mildepapilio@outlook.jp
4F shugei lab. 4名2,500円（税込）

mildepapilio 小畑香織

海のカケラの耳飾りづくり

①10:30～12:30 ②13:30～15:3010月24日（日） ワークショップ

4F shugei lab. 

各2組

A5サイズ⇒3,000円(税込)A4サイズ⇒3,500円（税込）

ＨｉｍｉＤｏｌｃｅ～ひみのドルチェ工房☆しばひとみ

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？～

①11:00～12:00 ②13:00～14:0010月16日（土） ワークショップ

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

ikedasatomi stainedglass

ステンドグラスのモビール

10:30～12:30

10:30～11:3010月20日（水） イベント

ベビー＆ママヨガ教室

Babymamasalon Happytree

 4F カフェスペース
5組

2,000円（税込）
WEB予約 ⇒ https://resast.jp/page/event_series/52965

happytree.tomoko@gmail.com

10月15日（金） ワークショップ

メール予約 ⇒ chika00215@gmail.com
4F shugei lab. 4名2,800円（税込）

渡邉 千香子

革のデザートブーツのキーホルダーをつくろう

10:30～12:3010月19日（火） ワークショップ

メール予約 ⇒ chika00215@gmail.com
4F shugei lab. 4名2,800円（税込）

渡邉 千香子

革のデザートブーツのキーホルダーをつくろう

①10:30～12:00 ②13:30～15:0010月11日（月） ワークショップ

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

manmarworks

羊毛フェルトでつくる
『ぷっくりほっぺのほおばりハムスター』

①10：30～12：30 ②14：00～16：0010月13日（水） ワークショップ

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

松本 雅代

キャンバスボードの壁掛け

10月20日（水）19:30～20:30 イベント

枚方 T-SITE / Sotoaso

1 階 屋外テラス前集合
20名

無料
WB予約 ⇒ 枚方T-SITEのHP

072-861-5700

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。

ヒラカタ ナイトラン＆ミュージック クラブ #63

メール予約 ⇒ manmaruworks00@gmail.com


