
  ママのための幸せワークショップ♪ 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 10：00～12：00 

             【会】 ２階 第 2・３学習室 

 【参加費】 500 円  【企画】ｍａｍａキャリ！ 

           事前申込   mamacareer@gmail.com 

ココロのサポート、防災にも役立つ色のパワー体験！ 
 
 

【日】7 月 18 日（日） 10：00～12：00 

             【会】 ２階 ミーティングコーナー 

 【参加費】 500 円 【企画】ふぇみねっと・おおた

             事前申込   090-5433-7873 

  赤ちゃんとはじめる！ 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 10：00～11：30 

             【会】 3 階  多目的ホール 

 【参加費】 無料  【企画】日本ベビーダンス協会 

             事前申込   

あなたの人生を豊かに彩る 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 13：30～15：30 

             【会】 ２階 第 2・３学習室 

 【参加費】 500 円 【企画】スピーチ話の泉会 

             当日会場へ   03-3739-2419 

パパ大好き！ 

 
 

       【日】7 月 17 日（土） 10：30～12：00 

             【会】 3 階 多目的ホール 

 【参加費】 無料  【企画】 エセナおおた 

             申込締切 7/10   escena@escenaota.jp 

家庭で出来る！ 

 

 

 

【日】7 月 17 日（土） 10：30～12：00 

             【会】 ２階 和室 

 【参加費】 500 円  【企画】ﾄﾗｲﾊﾞﾙ・ｽﾋﾟﾘｯﾂ 

             予約優先   hima2565@yahoo.co.jp 

声に出して読みたい物語 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 1３：30～16：00 

             【会】 ２階 第 1 学習室 

 【参加費】 無料 【企画】朗読ボランティアグループ｢ひびき｣ 

           当日会場へ     03-5938-7005 

俺たちのサークルが続いているワケ 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 13：30～16：30 

             【会】 ２階 ミーティングコーナー 

 【参加費】 無料 【企画】エセナおおた 

             当日会場へ  03-3766-4586 

まったく進まない！ 

 

 

 

【日】7 月 17 日（土） 10：30～12：30   

             【会】 2 階 工房 

 【参加費】 ５００円  【企画】 ふぼれん 

           事前申込   info@fuboren.net 

『右脳で描く！』抽象画 

 

 

 

【日】7 月 17 日（土） 10：30～12：30 

             【会】 2 階 ミーティングコーナー 

 【参加費】 ５００円  【企画】 ３わ会 

           事前申込   miharu-g@ca3.sonet.ne.jp 

 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 13：30～15：30 

             【会】 ２階 和室 

 【参加費】 無料 【企画】自然育児友の会・おおたお茶会 

           事前申込   ota.shizen.ikuji@gmail.com 

ゲームで体験！！ 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 13：30～15：30 

             【会】 ２階 工房 

 【参加費】 300 円 【企画】ｽﾄﾘｰﾄﾁﾙﾄﾞﾚﾝを考える会

             事前申込   info@children-fn.com 

ちょっと得する♪ 

 

 

      【日】7 月 17 日（土） 10：30～12：00 

             【会】 2 階 第２・３学習室 

 【参加費】 500 円  【企画】 飯村久美 

             事前申込  kakei2010717@yahoo.co.jp 

 

 

 

【日】7 月 17 日（土） 13：30～1６：30 

             【会】 ２階 第２・３学習室 

 【参加費】 500 円  【企画】エセナおおた 

           当日会場へ   03-3766-4586 

女性のための演劇入門講座プレゼンツ！ 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 13：30～15：30 

             【会】 3 階 多目的ホール 

 【参加費】 無料  【企画】エセナおおた 

             当日会場へ  03-3766-4586 

ワンコインで今すぐ役立つトクする情報！ 

 

 

【日】7 月 18 日（日） 13：30～15：30 

            【会】 3 階 音楽室 

 【参加費】 500 円 【企画】ぷち起業家ﾈｯﾄﾜｰｸ

           事前申込   yumisashida@hotmaill.com 

 

今年のエセナフォーラムは 7 月 17 日(土)～18 日(日)に開催します。今年は 16 の団体およ

び個人のワークショップが開催されます。みなさまの参加をお待ちしております。 

■ ワークショップの問い合せは直接各企画団体へお願いします。企画団

体ごとに申込方法や問い合わせ先が異なりますので注意願います。 

【保育申込みについて】 

ワークショップ中、1 歳以上未就学児をひとり 2 時間まで 500 円、3 時間ま

で 750 円でお預かりします。 

●申込み方法 E-Mail または FAX にて①ワークショップ名 ②保護者の

〒                              住所③名前（ふりがな）④連絡先 ⑤お子様の名前、月齢 ⑥保育資料  

送付のため FAX 番号またはＰＣメールアドレスを記入してください。 

●申込み開始  6 月 20 日（日）午前 9 時より 先着 15 名 

●申込み先    ＦＡＸ03-5764-0604  escena@escenaota.jp 

 
 
【日】･･･日時 

【会】･･･会場 

【参加費】無料と有料があります。 

【企画】･･･企画団体名・個人名 

申込方法および企画団体への問合せ先 

↑ワークショップ内容の見方 


