
中央区瓦屋町1-8-25
   ハイツ松屋町1-A
11:00～18:00
40分　　　2,500円
各回3名　　　  
12歳以上
urocogumi.2015@gmail.com
09019151059 
※事前予約・当日受付可
http://urocogumi.com/

場所

時間
費用所要

定員
対象

ＨＰ

申・問

クーデクレ オイルに浸かった植物標
本インテリアフラワー
「ハーバリウム」を作る
ワークショップです✿自
分用はモチロン♪プレゼ
ントやお花を持ち込めな
い病院などにもオススメ
です。協会オリジナルの
オイルを使用して作成す
るのでプロが作ったみた
いにキレイが長期間続き
ます☆彡この機会に一緒
に作ってみませんか？

中央区瓦屋町1-6-8
①11:00～11:45 ②13:00～13:45
③14:00～14:45 ④15:00～15:45
⑤16:00～16:45
大人2,000～3,000円、子1,500円
各回4名
5歳以上（保護者同伴必須）
info@queuedecle.com（担当：川口）
※事前予約・当日受付可
持ち帰り用の袋

場所

費用

時間

定員
対象

持物

申・問

71ハーバリウム ワークショップ

LP キッチン 卓上手織り機を使って
コースターを織ります。
初挑戦でも問題なく進め
られます。
ゆったりした空間でリ
ラックスしながら手作り
してみませんか？

中央区上本町西3-3-25
10:00-17:00
30分～45分
1,000円
各回2名
小学生高学年以上OK
lpkitchen0613@gmail.com
06-6761-7778（担当：しみず）
※事前予約・当日受付可

場所

費用
所要
時間

定員
対象
申・問

54

シ

milnil 手織りコースター作り

静京呉服京染店 丸い発泡スチロールに約
4㎝四方の着物生地を竹
串で刺して作ります。刺す
ことで生地が小さいお花
のようになります。好きな
色の生地で作るので、赤や
緑色を選ぶとクリスマス
の飾りにもなります。

中央区谷町6丁目8-12
①13：00～13：45 ②14：00～14：45
③15：00～15：45 ④16：00～16：45
30分～45分
1,500円　　　各回4名
お子様は、発泡スチロールのボールに
竹串を刺すことができる指先の力ある方ならok（保護者同伴要）
kimono@sizukyou.com　06-6761-6764（担当：川島）
※事前予約・当日受付可
https://sizukyou.com/

場所

費用
所要

時間

定員
対象
申・問

67クリスマスの飾りにも使える着物の絹の生地で作るフラワー風ボール

Chinon 本物のお花を加工して
自分だけのオリジナル
アクセサリーをつくり
ます。
Ⓐ１つ好きなお花を選
んでつくるアクセサ
リー指輪、ペンダント、
ブローチ
Ⓑ２つ好きなお花を選
んで作るアクセサリー 
イヤリング、ピアス

66本物のお花のアクセサリーづくり

ビーハイブホステル大阪+カフェ 台南ブームの火付け役でもあり、生
き生きとした台南の日常を面白おか
しく描いた台南本を出版しているイ
ラストレーターのヤマサキタツヤ
が、当日のあなたの全身姿を「似姿
絵」で描きます。撮影してから描く
のでじっとしてなくても大丈夫。写
真の持ち込みもＯＫです（ただし全
身写真のみ）。台湾との繋がりも多
いビーハイブホステルとのコラボ企
画です！描いてる間の時間は、旅行
トークをしたり、タピオカチーズミ
ルクティーも是非！

中央区南船場1-8-17
10：00～17：00
フルタイム、1人あたり10分
1,000円
３０名 （これ以上ＯＫ）
全年令
beehivehostelosaka@gmail.com
070-5655-2133（担当：中江）
※事前予約・当日受付可
http://osakaminsu.com/

場所

費用
所要
時間

定員
対象
申・問

1台湾のイラストなどでお馴染みのイラストレーター、ヤマサキタツヤの似姿絵

ＨＰ

中央区 谷町六丁目11-9
①13:00～15:00
②15:00～17:00
Ⓐ2,900円　Ⓑ3,900円
各8名　　  5歳以上保護者同伴
sakurapepe@i.softbank.jp
06-6777-7454（担当：金沢）
※事前予約・当日受付可
あれば、エプロン。なしでも大丈夫です
http://www.instagram.com/primrosecloset418/

場所
時間

費用
定員 対象

持物
ＨＰ

申・問

靴工房 risette 赤 ち ゃ ん 用 の
ファーストシュー
ズを手縫いで作っ
て頂きます。お子
様の記念品として
はもちろん、プレ
ゼント用としても
人気です。お好き
な色のパーツを組
み合わせて、自分
だけのオリジナル
シューズをお作り
頂けます。

91手縫いで作るファーストシューズ

中央区 瓦屋町1-2-11
からほりかわらやえん２０５
①10：00～12：00 ②12：30～14：30
③15：00～17：00
5,500円    　   各回5名
15歳以上
info@risette-shoe.com
080-6188-4381（担当：板倉）
※事前予約・当日受付可
https://www.risette-shoe.com/

場所

時間

費用 定員
対象

ＨＰ

申・問

スキー工房ヒグチ あなたはご自分の足のサイズを
ご存知ですか？「幅広なので23
㎝のEEE」などと思い込んでいる
かもしれません。当店では【3D
フットスキャナー】を使って足型
診断をいたします。足長や足幅だ
けではなく、アーチの長さ・かか
との幅・土踏まずの高さ・足首の
角度・重心の位置などを計測し、
あなたにあった靴の傾向やの歩
き方をアドバイスいたします。ご
希望の方には別料金でのイン
ソールの作成も承ります。

683Dフットスキャナー足型診断

中央区谷町6-5-2 稲垣ビル1F
①14:00-14:45
②15:00-15:45
500円 　
各回5名
18歳以上 
info@ski-studio.com
06-6773-9761 （担当：樋口）
※事前予約・当日受付可
http://www.ski-studio.com

場所
時間

費用
定員
対象

ＨＰ

申・問

谷町ガラス工房 宙吹きガラスの技法
で、グラスやペーパー
ウェイト等を一つ制
作して頂けます。（作
品のお渡しは翌日以
降になります）

86吹きガラス体験

中央区谷町5-3-2
午前の部10:00～13:00
午後の部14:00～17:00
20分程、受付の順になります。
3,300円　　　 1名ずつ順番に 
中学生以下は保護者同伴でお願いします
申：当日現地にて順に受付
問：contact@tanimachi-glass.com　06-6763-5665（担当：細井）
タオル・飲み物/長袖・長ズボン・丈夫な靴、汚れても良い服装＊更衣室有ります。
https://tanimachi-glass.com/

場所
時間

所要
費用 定員
対象

持物
ＨＰ

申・問

はじめ屋 材料も作り方もシンプ
ルなのに、くせになるほ
どおいしいクッキーを
作ります。3歳から小学
生までのお子さんを連
れての参加も可能です。
（子供は無料）材料に、
卵・乳製品・ベーキング
パウダーは使いません。
自宅でも作れるように
レシピもご用意します。
作ったクッキーはお持
ち帰りいただきます。

82とまらないほど美味しい押し麦クッキーを作ろう

中央区上本町西1-3-11
①10:00～10:40 ②11:00～11:40
③13:00～13:40 ④14:00～14:40
⑤15:00～15:40
2,000円　　　各回6名
3歳以上（保護者の同伴必須）
info@hajimeya.biz
06-7708-2998（担当：片桐）
※事前予約・当日受付可
https://hajimeya.biz

場所
時間

費用 定員
対象

ＨＰ

申・問

谷町屋 畳みへりテープを使
用してシンプルなく
るみボタンのブロー
チ/ヘアゴムをつくり
ましょう。渋めの柄を
選べばメンズライク
なテイストに♪

96畳みへりテープでつくるクルミボタンブローチ /ヘアゴム

中央区龍造寺町４-３
龍造寺Lab「造」（みやつこ）
10:00～17:00
5～10分
500円　　　　 各回１名
5歳～保護者同伴必須
申：不要 ※当日現地にて順に受付
問:info@tanimachiya.com
050-5884-1737
http://jp.tanimachiya.com

場所

時間
所要
費用 定員
対象

ＨＰ

申・問

From AKIKO スワロフスキー
を使った、貴方
の可愛さがます
ます引き立つ、
オリジナルアク
セサリー作り

98グルーデコ、アクセサリーづくり

中央区龍造寺町４-３
龍造寺Lab「造」（みやつこ）
10:00～17:00
約１時間
3,600円
同時受付4席
5歳以上（保護者同伴）11歳以上（保護者なし）
fromakiko03@yahoo.co.jp
050-3635-4429
※事前予約・当日受付可

場所

時間
所要
費用
定員
対象
申・問

Artwork&cafe 鱗組 ワイヤーと樹脂液を
使ったアメリカンフラ
ワーディップアートで
つくるクローバーのオ
リジナルテラリウムを
作ります。

89ディップアートでつくるクローバーのテラリウム

わろは本舗 初心者を対象にしたウク
レレ教室。初めてウクレ
レを触った人でも、40分
で簡単な曲を１曲弾ける
ようになれます。ウクレ
レは無料レンタルします
ので、手ぶらでＯＫ。希望
者にはミニライブにも参
加していただけます。

78Walohana- ウクレレ教室

中央区谷町8-2-6 幸福相互ビル103
①10：30～11：10 ②11：20～12：00
13：00～（ミニライブ・発表会）
③14：00～14：40 ④15：00～15：40
⑤16：00～16：40
1,000円　　　  各回３名       
8歳～100歳　小学生は保護者同伴 
waloha@galleycrew.com　06-6711-0547（担当：ゴーダ）  ※事前予約・当日受付可
お手持ちのウクレレがあれば、お持ちください。
https://www.facebook.com/walohahonpo/

場所
時間

費用 定員
対象

持物
ＨＰ

申・問

キンダーブック林林 こちらで用意したも
のの中から、お好み
の表紙を選んでいた
だきます。自分だけ
の御朱印帳を作りま
しょう！

70オリジナル御朱印帳作り

中央区谷町6-16-19-103
①11:00～12:00 ②13:00～14:00
③15:00～16:00
1,800円
各回３名 　　小学生以上 
info@kinderbook-rinrin.net
06-6809-5727（担当：水田久美子）※事前予約・当日受付可
糊を使いますので、汚れてもいい服装、
もしくはエプロンをお持ちください。
https://kinderbook-rinrin.net

場所
時間

費用
定員 対象

持物

ＨＰ

申・問

ＨＰ

参加者には、特製の和紅茶と一吉（ひとよし）
のお菓子をもれなくサービスします！

SCOR [スコー] WIRE SCHOOL 細いワイヤーを手
で巻いて、小さな
鉱物ビーズのペン
ダントトップを作
ります。ワイヤー
カラーはゴール
ド、シルバーから
選べます。

97ワイヤーで作る鉱物ビーズのペンダントトップ

大阪市中央区 龍造寺町４-３
龍造寺Lab「造」（みやつこ）
①11:00～11:45 ②12:00～12:45
③13:30～14:15 ④14:30～15:15
⑤15:30～16:15
3,000円　　　各回３名 
６歳以上 ※小学生は保護者の方とご一緒の場合のみ可能です
（お一人様ずつ、計２名さまのお申し込み手続きをお願いいたします）
scorwork00@gmail.com　050-5361-1469 ※事前予約・当日受付可
必要な方は、老眼鏡をご持参ください。　 　　https://wirescor.amebaownd.com/

場所

時間

費用 定員
対象

ＨＰ
申・問

STAGE LABO 最近話題の体幹トレーニング!!聞
いたことはあるけれど、どんなこ
とをするの？どこに効くの？む
ずかしくない？そんな疑問にも
お答えします。楽しくトレーニン
グしましょう♪(ゝ。∂*)ゞ　筋
力アップだけでなく、使い方を忘
れてしまっている筋肉のスイッ
チの入れ方も再確認!!しっかりと
身体と向き合うと身体はきっち
りと応えてくれます!!ご自宅やオ
フィス、隙間時間に簡単にできる
運動などもお伝えいたします♡

★Jはじめての体幹トレーニング

中央区谷町6-5-2 稲垣ビル1F
①10:00～10:45
②11:00～11:45
③13:00～13:45
500円 各回8名 　 　18歳以上
info＠stage-labo.com
06-6773-9760（担当：樋口）
※事前予約・当日受付可
運動できる服装、汗拭きタオル
https://www.stage-labo.com

場所
時間

費用 定員対象

持物
ＨＰ

申・問

アロマサロン デスカルガル 100%植物性のアロマ
精油を使い、お好きな
香りで自家製ルーム
フレッシュナーか化
粧水を作っていただ
きます。化粧水は効能
やしっとり感なども
調整可能です。

★F天然成分100%のアロマでルームスプレー or 化粧水を作ろう！

中央区谷町7-3-4 新谷町第三ビル 211号室
①10:00～10:30 ②11:00～11:30
③13:00～13:30 ④14:00～14:30
⑤15:00～15:30
ルームフレッシュナー1,300円
化粧水1,800円 
各回5名　　　 6歳以上
descargar.desu@gmail.com
090-3429-1848（担当：上田） ※事前予約・当日受付可
https://descargardesu.wixsite.com/aroma

場所
時間

費用

定員 対象
対象

ＨＰ

申・問

クリエイターズ・ストア〝MOBY DICK”

レジンを使ってオリジナ
ルストラップを作成しま
す。フレームは様々な形
の物を用意しています。
(メガネ、猫、クジラなど)
※数に限りがありますの
でご了承ください。

シレジン de キーホルダー

中央区龍造寺町7-13付近 シロナガヤ 
①10:00～11:00
②13:00～14:00
③15:00～16:00
1,500円　　
各回4名
5歳以上(保護者の同伴必須)
080-9307-3214
mobydick.creatorsstore@gmail.com（担当：原囿） ※事前予約・当日受付可
https://mobydick.site

場所
時間

費用
定員
対象

ＨＰ

申・問

アトリエ茶の実 イニシャルを可愛く個性的なイラストにして、布用画材でトー
トバッグに描いてみませんか。イラストレーターyayoiがご要望を聞
いてデザインを提案し、描くときは色の使い方・重ね方など丁寧に教え
ます。たとえばEをコアラに、Fを天使に、Wをお城になど！その他にも
オリジナルデザインを多数、ご用意しています。やわらかい雰囲気のイ
ラストに仕上がるのでご
家族やお友達へのプレゼ
ントにもオススメです♥

シイニシャル de トートバッグ

中央区龍造寺町7-13付近 シロナガヤ 
①10:00～10:50 ②11:00～11:50
③12:00～12:50 ④13:00～13:50
⑤14:00～14:50 ⑥15:00～15:50
⑦16:00～16:50
2,000円　　　各回2名
小学生以上（低学年は保護者同伴が必要です）
abitacolo-1212-1804@docomo.ne.jp
080-2771-6064（担当：中村） ※事前予約・当日受付可
https://www.fb.com/atelierchanomi/ 

場所
時間

費用 定員
対象

ＨＰ

申・問

エビシ クラフトショップ ミ ニ キ ー ホ ル
ダー、リール付
キーホルダー、
カード&コイン
ケース
革の色を選んで
頂き、刻印でお好
きな模様を付け
ます。模様に金色
で着色したり、花
を付けます。金具
を取付けて組み
立てます。

★P革小物をつくろう

中央区龍造寺町４-３
龍造寺Lab「造」（みやつこ）
①10:00～ ②14:00～
③15:00～ ④16:00～
500円～2,000円　　　 各回4名
5歳以上
ebishi.tanimachi6@gmail.com
090-8536-5440
※事前予約・当日受付可
http://ebishi.info/

場所
時間

費用 定員
対象

ＨＰ

申・問

ＷＳ

協賛　

所要 所要時間シロナガヤ

54 からほりらへん掲載マップNo ※プログラムは予告なく変更、中止される場合があります

※サービスの内容は予告なく変更、中止される場合があります
※チラシ持参で受けれるサービスは各協賛店 営業終了時間まで

申・問 申し込み・問い合わせ 営業 営業時間

89

アートとテイクアウトドリンクカフェ
Artwork&cafe 鱗組
アートとテイクアウトドリンクカフェ
Artwork&cafe 鱗組

チラシ持参で
全品10%オフ

特 典

46

ちょっと贅沢な大人のパン屋
TANI ROKU BAKERY PANENA
ちょっと贅沢な大人のパン屋
TANI ROKU BAKERY PANENA

36

中央区谷町7-1-39
新谷町第二ビル1階
10:00～19:00
06-6777-1175
https://www.panena.jp/

場所

営業
電話
ＨＰ

中央区谷町６丁目16-19
キンダーブック林林 内
12:00～18:00
06-6809-5727
http://www.yoridono.com/

場所

営業
電話
ＨＰ

中央区谷町5丁目6-1
11:00～14:00　17:00～23:00
06-6763-0336
https://tabelog.com/
osaka/A2701/A270204/27103633/

場所
営業
電話

ＨＰ

毎日来ても飽きさせない
野菜たっぷりランチ
野菜御飯 幻想植物園

毎日来ても飽きさせない
野菜たっぷりランチ
野菜御飯 幻想植物園

チラシ持参で
ランチ

お召し上がりの
お客様に
エディブル

フラワークッキー
1枚プレゼント
(無くなり
次第終了)

中央区谷町6-15-21 B1
11:00-15:00
090-9251-7848

場所
営業
電話

特 典

チラシ
持参で
100円
値引き

特 典

23

子どもから大人まで辛さ選べる麻婆
土鍋麻婆 浜やん
子どもから大人まで辛さ選べる麻婆
土鍋麻婆 浜やん

チラシ
持参で
餃子1人前
サービス

特 典

70

からほりらへんの画家・イラストレーター
yoridono
からほりらへんの画家・イラストレーター
yoridono

初の絵本発売を
記念して
お披露目＆
販売イベント
を開催します！
ご購入の方には、
ポストカードなど
のプレゼント
をご用意。作家も
在店します　

特 典

中央区 瓦屋町1-8-25
ハイツ松屋町1-A
11:00～18:00
090-1915-1059
http://urocogumi.com/

場所

営業
電話
ＨＰ

チラシ持参で
店主出身の

因島はっさくゼリー
をプレゼント

中央区粉川町4-3 尾縄ビル1階
15:00～22:00　　　06-6765-1080
http://warakashi.com

場所
営業 電話
ＨＰ

特 典

22

昭和の雰囲気ただよう店内で地酒を一杯
麹でつくった料理と供に
谷町わらかし

昭和の雰囲気ただよう店内で地酒を一杯
麹でつくった料理と供に
谷町わらかし

大阪・空堀のお店めぐりマップ
「からほりらへん」VOL.3発行を記念して、空堀かいわい各所
で約２０種類のワークショッププログラムを実施。おもしろ
いお店や人が集う空堀かいわいを満喫できる１日です!!

フェス当日限定！空堀かいわ
いの６店舗でお得なサービス

を受けられます。チラシを持参で特典をゲット!!  
マップ『からほりらへん』を片手にワークショップ
と合わせてお楽しみください。


