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２０１４年８月１２日

東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

キューズモール「スマイルプロジェクト※1」夏のイベント開催のお知らせ

あべのキューズモール 「キューズ夏祭り」
■２０１４年８月２３日（土） １３：００～１９：００

あまがさきキューズモール 「あまだるの日」
■２０１４年８月３０日（土） ・ ３１日（日） １３：００～１７：００
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋光夫）は、運営管理するあべのキ
ューズモールおよび、あまがさきキューズモールにて、地域一体となって活性化を目指す「スマイルプロジェ
クト」の一環として、夏のイベントを開催します。あべのキューズモールでは、開業以来毎年恒例の「キュー
ズ夏祭り」を８月２３日（土）に、あまがさきキューズモールでは、今年初となるイベント「あまだるの日」を８
月３０日（土）・３１日（日）の２日間、開催します。

■あべのキューズモール
あべのキューズモール「
キューズモール「キューズ夏祭
キューズ夏祭り
夏祭り」―「あべのスマイルプロジェクト」第２５弾
「みんなで盛り上がろう！」を合言葉に、お子様からご高齢の方まで幅広い層に楽しんでいただけるイベン
トです。地元・地域の団体、企業と協力連携し、参加無料の〈ステージイベント〉と〈縁日イベント〉（ご飲
食および一部アトラクションは有料）を開催します。
【開催日時】２０１４年８月２３日（土）１３：００～１９：００
【開催場所】あべのキューズモール

３F スカイコート

【主な内容】
◇天王寺動物園とのコラボイベント“ヒツジの毛でヒツジを作ろう！”
◇地元あべので活躍する団体が披露する歌やダンスステージ
し えん

◇地元あべののプロレス団体「紫焔 ＳＨＩ－ＥＮ」による特別興行
◇その他 スイカ割り大会／風鈴ワークショップ／縁日ブース ほか
ヒツジの毛でヒツジを作ろう！

■あまがさきキューズモール
あまがさきキューズモール「
キューズモール「あまだるの日
あまだるの日」―「あまがさきスマイルプロジェクト」第２弾
こもたる

尼崎は江戸時代より、神社へ日本酒を奉納する際に使われる菰樽の一大産地です。そんな地元の伝統産業を
楽しく学ぶワークショップ＆デザインコンテストを、菰樽生産シェアナンバーワンの株式会社岸本吉二商店の
協力で初めて開催します。その他日本酒や地元のお菓子を楽しむブースも出展します。
【開催日時】２０１４年８月３０日（土）３１日（日）１３：００～１７：００
【開催場所】あまがさきキューズモール

３F レンガの広場／２Ｆ緑遊広場

【主な内容】
◇オリジナルミニ菰樽をデザインするワークショップと完成した菰樽の
デザインコンテスト（対象：小学生のお子様

各日先着１００名限定）

選ばれた優秀作品は地元の神社に奉納・展示します（奉納は後日）
◇その他

夏祭りブース（日本酒・地元のお菓子を楽しむブース）ほか

［後援］尼崎市、尼崎市教育委員会

【開催内容】
開催内容】

■「キューズ夏祭
キューズ夏祭り
夏祭り」（開催場所：あべのキューズモール
＜ステージイベント＞（観覧・参加無料）

３Ｆスカイコート）

１３：００～１４：００ 「ヒツジの毛でヒツジを作ろう！」
天王寺動物園とのコラボによる、ヒツジの毛でヒツジを作るワークショップ。獣医さんの自
然教育トークも交えて展開。
１４：００～１４：３０ 「スイカ割り大会」
お子様限定（小学生以下対象）スイカ割り大会。
１５：００～１６：３０ 「地元出演団体ステージ」
①ピッコロ・ソーニョ（子どもミュージカルチーム）
フ

ラ

②Ｈｕｌａ

オ

Ｏ

プ

ア

Ｐｕａ

マ

エ

オ

レ

Ｍａｅ’Ｏｌｅ（フラダンス）

③チエバトンスクール（バトントワーリング）
④ゆかり☆ゴスペル＆Ｂｒｉｇｈｔｅｒｄａｙ（ゴスペル）
⑤夢舞ｉｎｇ（よさこいソーラン）

地元出演団体ステージ・夢舞ｉｎｇ

１８：００～１９：００ 「プロレスリング紫焔 ＳＨＩ－ＥＮ」（ステージ前、特設リング）
プロレスリング紫焔ＳＨＩ－ＥＮによる特別興行
※観覧はオールスタンディングになります。
※当日の天候により別プログラムとなる場合があります。

＜縁日イベント＞（屋台でのご飲食と一部アトラクションは有料）
１３：００～１９：００ 「テナント屋台」

プロレスリング紫焔 ＳＨＩ－ＥＮ

・キャベツ焼・焼き鳥ほか（有料) [協力：イトーヨーカドー]
・フランクフルト・幸村グッズほか（有料)[協力：居酒屋しぶちゃん]
１３：００～１７：３０ 「地元縁日」
・ゴム鉄砲作り体験、メンコ・輪投げで駄菓子をもらおう（無料)[協力：大阪市立大学]
・スーパーボールすくい（有料）[協力：阿倍野区社会福祉協議会] ほか
１３：００～１８：００ 「風鈴ワークショップ」（先着１００名様、参加無料）
風鈴に絵付けするワークショップ。できあがった風鈴は１８：００まで展示のあと、ご希望の方
は作品をお持ち帰りいただけます。（お引渡しは１８：００～１９：００）

■「あまだるの日
あまだるの日」（開催場所：あまがさきキューズモール
各イベントの開催時間は、８月３０日（土）３１日（日）の２日間共通です）
あまだるデザインワークショップ（開催場所：３Ｆレンガの広場）
開 催 時 間：①１３：３０～１４：３０

②１５：００～１６：００

参 加 対 象：小学生
参 加 方 法：当日会場にて１１：００より各回の整理券（各回 50 名様）を配布
講

師：市川允也氏（ＭＯＮＪＵ市代表）

あまだるコンテスト（開催場所：２Ｆ緑遊広場）
開 催 時 間：１３：００～１６：００
審

査

員：岸本敏裕氏（株式会社岸本吉二商店代表取締役社長）、市川允也氏（ＭＯＮＪＵ市代表）

夏祭りブース

（開催場所：２Ｆ緑遊広場）

開 催 時 間：１３：００～１６：００
ステージイベント：日本けん玉協会、ＪＰＥ、ＨＯＯＰ＆Ｃｏ、舞鼓（だんじり太鼓）（予定）
出 店 販 売：杭瀬福成園、ケーキ工房ワタナベ、サニーサイド、ｓｗｅｅｔｓ ｙｏｄａｒｅｎｅｋｏ、清流園、
ひまわり第２作業所、北山酒造、ちー坊のタンタン麺、百年ばる（予定）

＜ご参考＞
参考＞

■あべの
あべのキューズモール
あべのキューズモールの
キューズモールのスマイルプロジェクト（
スマイルプロジェクト（２０１１年
２０１１年４月～２０１４年
２０１４年８月）
第１弾
第２弾

あべのスマイルこいのぼり
天王寺動物園プロジェクト
（ケープハイラックス）

第３弾

アベノあめ村

第４弾
第５弾

スマイル七夕短冊
キューズ夏祭り

第６弾

市大病院小児病棟

第７弾

バレンタインプロジェクト
東日本大震災復興支援チャリティ
阿倍野まちかどロゲイニング＆ライブ
関西学生落語グランプリ
（休津亭プロジェクト）
市大病院小児病棟
オリジナル絵本読み聞かせ会
げんべいビーチサンダル
ファンキーデザインコンテスト
スマイル七夕短冊
キューズ夏祭り
キューズ上方怪談
「こども１１０番の家」
旗寄贈プロジェクト
第二回関西学生落語グランプリ
（休津亭プロジェクト）
あべのまちかどロゲイニング
天王寺動物園プロジェクト
（ナベヅル）
スマイル七夕短冊
あべの おやこらぼ
キューズ夏祭り
天王寺動物園プロジェクト
（おやつタイム・ごはんタイム看板設置）
あべ天ストリート
スマイル七夕短冊
キューズ夏祭り

第８弾
第９弾
第１０弾
第１１弾
第１２弾
第１３弾
第１４弾
第１５弾
第１６弾
第１７弾
第１８弾
第１９弾
第２０弾
第２１弾
第２２弾
第２３弾
第２４弾
第２５弾

絵本プレゼント

２０１１年４月２６日～５月８日
２０１１年４月２６日～１２月１４日
（２０１１年１２月１５日寄贈）
２０１１年５月２６日～
２０１２年３月２０日
２０１１年７月２日～７月７日
２０１１年８月１３・１４日
２０１１年１２月１５日～
２０１２年１０月３１日（ポイント受付）
２０１２年２月１日～１４日
２０１２年３月１１日
２０１２年３月９日
２０１２年１２月１１日
２０１２年４月２０日～５月１４日
※商品発売 ７月２日～８月中旬
２０１２年６月２９日～７月１日
２０１２年８月１１・１２日
２０１２年８月１９日
２０１２年１１月１日～
２０１３年２月１８日
２０１３年３月１６日
２０１３年６月１４日～９月３０日
（２０１３年１０月ナベヅル移送費寄贈）
２０１３年６月２８日～３０日
２０１３年８月１１日
２０１３年８月１７日・１８日
２０１４年３月１９日
２０１４年４月３０日・５月１日
２０１４年７月５日～７月１３日
２０１４年８月２３日

■あまがさき
あまがさきキューズモール
あまがさきキューズモールの
キューズモールのスマイルプロジェクト（
スマイルプロジェクト（２０１４年
２０１４年３月～）
第１弾
第２弾

「あまかしの家」プロジェクト
「あまだるの日」

２０１４年３月１５日・１６日
２０１４年８月３０日・３１日

■みのお
みのおキューズモール
みのおキューズモールの
キューズモールのスマイルプロジェクト（
スマイルプロジェクト（２０１４年
２０１４年３月～）
第１弾

「まーぶ夢フェスタ」プロジェクト

２０１４年３月２３日

■キューズモール
キューズモール３
キューズモール３施設合同スマイルプロジェクト
施設合同スマイルプロジェクト（
スマイルプロジェクト（２０１３年
２０１３年１０月
１０月～）
第１弾
第２弾
第３弾

スマイル・フエル・プロジェクト
みんなのポイントで、
地元の図書館に絵本を！
盲導犬プロジェクト

２０１３年１０月９日～１０月３１日
２０１３年１０月９日～２０１４年３月３１日
２０１４年４月１日～９月３０日（予定）

２０１４年８月現在

