
10月イベント
ハグミュージアム

入場無料

ハグミュージアムの秋は 見て、触れて、食べて、体感できる イベント盛りだくさん！！ハグミュージアムの秋は 見て、触れて、食べて、体感できる イベント盛りだくさん！！

家族みんなで

ハグミュージアムへ

GO！！

10月20日（土）・21日（日）

10月27日（土）・28日（日）

スポーツ縁日スポーツ縁日
スポーツの秋

にふれよう！！
木のぬくもり木のぬくもり

芸術の秋

行楽の秋

※お子さまは大人の方と一緒にお越し下さい。
※イベントのため、公式ルールとは異なります。

ニュースポーツ とは、ニュー・コンセプチュアル・スポーツの略称。

1. だれもが、いくつからでも、いつまでもできる
2. 競うことよりも楽しむことを主としている 
3. 海外においては歴史があっても、わが国において新しいスポーツ

公式
ワナゲ

10月13日（土）・14日（日）

《時　間》10：00～18：00
《受　付》2F イベントスペース前
《対　象》小学生以上の方 (大人も可 )

フロア
カール

ビーン
ボウリング

2 3 5 0 S 0 5 3 2

BEAN BOWLING
ビーンボウリング

氷のコートが不要な
カーリング

ヒモでつながっている２個の
ボールをスウィングさせて
梯子に引っ掛けます

スウィング
トスゲーム

かんなくずプールかんなくずプール
木のすべりだい木のすべりだい

巨大シロフォン巨大シロフォン

木の玉プール木の玉プール

きのおもちゃきのおもちゃ

大クーゲルバーン大クーゲルバーン

きとひろばきとひろば

木のワークショップ木のワークショップ

木のぬくもりを感じられる

キッズパークが登場！
木のぬくもりを感じられる

キッズパークが登場！

【運営協力】
・NPO法人 木育フォーラム
・アルブル木工教室

《時 間》10：00～18：00
《場 所》2F イベントスペース前
《対 象》どなたでも可
　　　  (お子さまは保護者同伴でお越し下さい )

《時 間》10：00～18：00
《場 所》2F イベントスペース前
《対 象》どなたでも可
　　　  (お子さまは保護者同伴でお越し下さい )

《時 間》 ①10：30～ ②11：30～ ③12：30～
　　　  ④14：30～  ⑤15：30～ ⑥16：30～
　　　　   (各回約30分)
《場 所》2Fハグビジョン下
《対 象》どなたでも可
　　　  (お子さまは保護者同伴でお越し下さい )

くるくる

ハロウィン影絵
くるくる

ハロウィン影絵

1,000円/個

金参加でステキな景品プレゼント！
各スポーツでハイスコアを目指そう！

～ニュースポーツで身体を動かそう！～

参加費
100円

参加費
無料

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。　※イラスト、写真は全てイメージです。

参加費
無料

キッズパークキッズパーク
～親子でおもいっきり遊ぼう！～ in hu+gMUSEUM

ミニ

ブロックひろば
発砲スチロールのブロックが
いっぱい！自由な発想で組み
立てよう！

電気シミュレーション
 参加者限定！

お菓子詰め合わせ
プレゼント！

電気シミュレーション参加でお菓子をプレゼント！！

《場 所》2F電気シミュレーションコーナ
ー

※小学生以下のお子さま。おひとりさま1つ
１回限り

各日先着
50名
さま

《時　間》10：00～18：00（最終受付17：50）
《場　所》2F イベントスペース前
《対　象》小学生以下のお子さま（保護者同伴でお越し下さい）
　　　　　 ※「海のおうち」のみ3歳以上のお子さま

※混雑状況によって参加時間の変更や、お待ちいただくことがございます。
※託児所ではありませんので、お子さまの見守りをお願いいたします。

海のおうち
ボールの泡に埋もれて
海の中で遊んでいるみたい！
（10分交代制）

ボーネルンド（遊びの森）
カラフルで楽しいおもちゃが
いっぱい！自由に遊ぼう！

おもちゃ
スペース

色々なおもちゃや
ぬいぐるみ、絵本が
いっぱい！

4
つ
で

4
つ
で

ニュー
スポーツを
楽しもう！！

10/27・2810/27・28

ライトを当ててレバーを
回すと…！？

各回先着

15名さま

ハロウィン

デコストラップ
ハロウィン

デコストラップ

500円～/個

オリジナルのハロウィン
ストラップ！

各回先着

15名さま



※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

ガス機器・リフォーム
ご相談ください！

ガス機器・リフォーム
ご相談ください！

タッチ＆トライタッチ＆トライ

 お絵かき
メダルクッキー
 お絵かき
メダルクッキー

ホリディミニ
クッキング
ホリディミニ
クッキング

最新のガス機器と住宅設備を多数展示！
購入・買い替えの前にハグミュージアムへお越し
ください！プロがお客様に合ったプランを

トータル提案いたします。

日本最大級のキッチンスタジオで、
様々な料理教室を開催！ぜひご参加ください！ 毎週土曜日、住まいの無料相談会を開催！

新築、リフォームなど住まいのことなら何でも
お気軽にご相談ください。
（事前予約制）　　　　　　　　

住まいの
相談会
住まいの
相談会

おしゃれなキッチン

スタジオで美味しく

楽しいお料理タイムを！

最新のSiセンサーコンロを使って
楽しくカンタン調理体感！

料理レッスン料理レッスン

クッキー生地を使って
かんたんお絵かき！

自分だけのオリジナル
メダルクッキー作ろう！

話題のマルチグリルを使ってカンタンレシピに挑戦！

CMでもおなじみ！
お手軽グリル調理実演！

鶏五目ごはん 抹茶の蒸しぱんとりのからあげ

詳しくはハグミュージアム

ホームページをご覧ください！

ハグミュージアム
検索

毎週日・祝日

無 料

毎週土曜日

有 料

有 料

無 料

毎週土曜日

無 料

無 料さすガっス！
ラリー

さすガっス！
ラリー

クイズラリーに参加して、
アンケートにお答えいただくと、
すてきな参加賞をプレゼント！

クイズラリーに参加して、
アンケートにお答えいただくと、
すてきな参加賞をプレゼント！

「大阪ガスの電気」シミュレーション実施中！「大阪ガスの電気」シミュレーション実施中！
「大阪ガスの電気」に切り替えるとどれくらいお安くなるか、
まずはシミュレーションをしてみましょう！
ご自宅の電気の検針票を忘れずにお持ちください！
※お客さまのご自宅の関西電力発行「電気使用量のお知らせ」（2017年1月以降何月でも可）を
　ご持参ください。
※はぴ e 見る電をご登録の方は「電気のご使用量等が分かる会員サイトの画面」等でも可。
※期間中、1世帯１回限り。　※現在大阪ガスの電気にお申し込み済みの方は対象外です。
※数ヶ月分の検針票をお持ちいただくと詳細なメリットを調べることができます。

おかげさまで供給件数  70万件 突破！

10月中、検針票 を持参され
シミュレーションに参加頂いた方には

を差し上げます !

「いろいろ使える！保存パック5個組」
「ハグカフェドリンクチケット(1枚)」
「いろいろ使える！保存パック5個組」
「ハグカフェドリンクチケット(1枚)」

※なくなり次第終了

※10/6(土）も　開催させていただきます。
　10/14（日）は開催がございません。

大阪ガスの電気
その場でお申込みも受付中！

お申込みには次のものが必要です
●電気の検針票（現在ご契約中の電力会社名と供給地点特定番号の分かるもの）
●ご本人確認ができるもの（申込者がご家族の場合でも確認が必要です）

新電力内
※2

※1

※１ 電力取引報（電力・ガス取引監視等委員会公表）・電力調査統計（経済産業省 資源エネルギー庁公表）の新電力の低圧販売電力量（関西電力エリア）と大阪ガスの販売電力量より算出（2017年11月度実績）
※2 新電力とはみなし小売電気事業者（旧一般電気事業者）以外の小売電気事業者

ハグミュージアムで
ガスのある暮らしを
見て、触れて、食べて

 納得！！

さらに
！！

※10/7(日）も開催させていただきます

モンスターパンチ風船
プレゼント！

お子さま限定！

検針票を

お持ち
ください！

〒550‒0023 大阪市西区千代崎3丁目南2番59号
TEL 0 6 ‒ 6 5 8 6 ‒ 378 9（代表）
開館時間 ［1－4F］10：00～18：00　［5F］10：00～17：00
休 館 日 ［1－4F］水曜日(祝日は開館)・年末年始・夏期　［5F］土日祝・年末年始・夏期※5Fは完全予約制
最寄り駅　■大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 「ドーム前千代崎」駅 下車 ①番出口より徒歩３分
　　　　　　  ■阪神なんば線 「ドーム前」駅 下車 ②番出口より徒歩３分
　　　　　　  ■ＪＲ環状線 「大正」駅 下車 正面の信号を渡り右へ徒歩７分
　　　　　　  ■大阪シティバス
　　　　　　　○野田阪神前、鶴町四丁目、地下鉄住之江公園方面から「ドーム前千代崎」バス停下車徒歩３分
　　　　　　   ○なんば、天保山方面から「大正橋」バス停下車徒歩５分
　　　　　　※専用駐車場はございません。お車でお越しの際は周辺の有料駐車場をお使いください。

詳しくはこちら！ ハグミュージアム 検索

ハグミュージアム公式ブログ！ もご覧下さい♪ハグさんのイチオシブログ 検索

見て、触れて、味わって、体感できる大阪ガスのショールーム

入館
無料

京セラ
ドーム前


