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Tapio Monthly News!
誰でも先生
誰でも生徒

平日開催

参加費無料！
申込み不要

学生証を配布
受講特典もあり

公開生放送
開催！
日にち

あなたもお好きな講座を気軽に受講してみませんか？
申し込み不要で、
講座ごとに自由にご参加いただけます。
またタピ大では、
自分の得意ジャンルを
講義いただく先生も随時募集中です。

お問い合わせは

タピオ館立オープン大学運営事務局（ｆｍいずみ内）
tel：022-375-8808

12月講座日程

講座日程はこちらから▶http://www.tapio.jp

会場▶南館1Fパークタウンスタイル

平日開催 19：00〜20：00

フローリストマイスター

ヨーロッパのクリスマス装飾

2 （火） 平山 順子

ベビーマッサージセラピスト
&ロイヤルセラピスト
協会指定スクール Ｋ
ｉ
ｉ
ｔ
ｏｓ

プレママさんも大歓迎！
ベビーマッサージをやってみよう！

3 （水） 紺野 勇

みやぎ生涯学習インストラクターの会
会長

お金で観る日本の歴史
〜政府と民衆の意外な関係〜

4 （木） 若生 幸弘

相続診断士・少額短期保険募集人

知っておきたい
日常トラブルの予防と解決法

5 （金） 新井 健一

株式会社アジア・ひと・
しくみ研究所

あなたの好き・得意・ワクワクで商売を組み立てる、
起業・経営デザインセミナー

8 （月） 増田 昌子

歌うカラーコーディネーター

クリスマスカラー「赤」を楽しむ一時間。
似合う赤は？赤のつく好きな歌は？

9 （火） 菊地 豊子

カービングTK 東北school 代表
2013年タイ世界大会
フルーツベジタブルコンテスト
ゴールドメダリスト

土方 正志
茂
小林 直之

11（木） 川元

野菜の飾り切りにチャレンジ！

先着10名
（きゅうりの花、人参の花、大根で葉っぱの形）材料費500円

株式会社メゾンカイザー仙台
代表取締役

冬に美味しいスープとパンの食べ合わせ講座

荒蝦夷
（あらえみし）
代表

在仙編集者3人がしゃべりまくる
年末・年始におすすめの本 2014年度版

プレスアートKappo編集長
東北大学出版会

12（金） 武田 修

株式会社ねんきん探偵代表

早目に向き合うねんきん生活

15（月） 細川 美千子

エムネットプロモーション 取締役

もっと素敵にコミュニケーション

16（火） 山内 亮平

大塚製薬株式会社
ニュートラシューティカルズ事業部
エクエル担当 博士
（スポーツ医学）

女性のエイジングと健康づくり
〜エクオールのチカラ〜

17（水） 栗城 弘一郎

Fiilmaker
（ふぃるむめーかー）
映像クリエイター

18（木） 加藤 広海

東北大学 微生物学者

19（金） 平山 さとみ

営業コンサルタント・講師

M o i! T a p io T V

毎週木曜日23:10〜
ON AIR!

東日本放送（テレビ朝日系列）にて
放送中！
！

筆記用具
持参

〜ご協力ありがとうございました〜 寄付のご報告
11/12までに頂戴した募金は以下の団体へ寄付させていただきました。
「あしなが育英会」1,114,905円
〔内訳〕
「日本赤十字社」700,049円
「ＳａｖｅＴｈｅＣｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｒ
ｅｎＪａｐａｎ」473,901円
「気仙沼市災害対策本部」58,958円

タピオの情 報をいち早くお届け！

メールマガジンにご登録いただいた方には、
イベント情報や
ショップニュース、
お得な情報など、
タピオの旬な話題をお届けします。

真っ白なツリーに咲く、美しい冬の華。

h t t p ://www.t ap io.jp/mm/in d ex.h t ml

そして、それを照らす青や紫、緑の光…。

ツリーの周りは、楽しい遊具でいっぱいのテーマパーク

TAPIO CHRISTMAS WORLDが広がり、

〜フィンランドよりサンタクロースがやってくる！〜
仙台泉プレミアム・アウトレット

人々のまぶしい笑顔が輝いています。

サンタクロースとの記念撮影会

12月13日（土）10:30〜、13:00〜、14:30〜、16:00〜

CONTENTS

サンタクロース財団公認のサンタクロースがフィンランド ロヴァニエミ市より来場します。

Tapioのクリスマス

※各回先着50組、計200組 ※参加無料 ※開始時間前に先着で整理券を配付します。当日は
カメラをご持参ください。 詳しくはアウトレットウェブサイトにて
（11/28 10：00より公開します）

※館内3カ所に引き続き募金箱を設置しておりますので、
今後ともご協力のほど宜しくお願いいたします。

営業時間

http://www.tapio.jp

ナビゲーター しらい まりえ

メルマガ 会 員 募 集 中！

タピオが地域の皆様と共に宮城・東北を盛り上げ、新しい明日に
つなげていくためにスタートした震災復興支援「Ｔａｐｉｏａｓｓ
ｉ
ｓｔｐｒｏｊｅｃｔ」。
音楽やチャリティーイベント、ショッピングなどさまざまな企画でこれからも人と街を応援します。

tel.022-355-5500

タピオの
旬な耳寄り情報を
お届けします♪

※番組編成により、放送時間が変更となる場合があります。番組表等でご確認ください。

Tapio
assist project

仙台市泉区寺岡6-5-1

17:00 〜
会場：南館１Ｆノースコート

honey toco 大人のミュージックライブ

風の谷のナウシカは微生物学者？
〜微生物学の最先端とナウシカの世界観〜

〒981-3287

金

観覧
無料

「佐藤聡子＆榊原光裕」

※座席、材料数に限りがあるため、先着順とさせていただくことがあります。予めご了承下さいませ。※スケジュール・講座内容は変更になる場合もございます。

2,347,813円

スペシャルライブ

12/ 12

12月20日（土）〜12月31日（水）は休講とさせていただきます

募金総額

Special Live

Tapioの

アーティストコメント
Christmasには、宗教をこえて、1年でもっとも平和を願い、優しい時間を築いてきた歴史がありま
す。
そのようなChristmasには、優しい温かな音楽がたくさんあります。
今回は、
「I'll Be Home for Christmas」
「The Christmas Waltz」
「Have Yourself A Merry
Little Christmas」
などを演奏いたします。
どうぞお楽しみに♪

映画映像の出演と演技論
「アクターと表現を知ろう。簡単な演技レッスンします。」

今日一日だけで３０％ストレスが軽減する
動物占い入門
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来年4月仙台に上陸する、
シルク・
ドゥ・ソレイユ「ダイハツ オーヴォ」仙台公演の貴
重な衣装を特別展示。草木の下の生き物たちの衣装を間近で見るチャンスです！

クリス マ ス

vol. 72

M o n t h l y

12月5日（金）〜26日（金） 北館1F TSUKASA-YA前

先着10名
オイル代300円

December 2014

Tapio

TBCラジオで毎週土曜日に放送中のトークバラエティ
番組「それいけミミゾー」
（10:00〜13:55）
とスポーツ
と音楽を中心としたワイド番組「あっつあつらじお」
（15:00〜17:45）
の公開生放送が、南館１Fサウ
パーソナリティ
（それいけミミゾー）
スコートで行われます。
TBCラジオのアナウンサー、
パーソナリティが続々登場 石川太郎、ムーディ勝山
の予定！楽しいおしゃべりを間近で聴いてみませんか？ 他出演

「オーヴォ衣装展」開催！

1 （月） 齋 絢子

10（水） 小島 賢二

会場

11月29日（土）
南館１F サウスコート

10：00〜21：00

■レストラン

11：00〜22：00

Tapio Christmas Food

12月のTapio
Information

Merry Christmas! 2014

聖なる日のテーブルに。

うちのイチバン

お隣もCheck!

：00〜20：00
南館 ■ショップ＆サービス 10
※一部店舗を除く
■フードコート

クリスマスを楽しむすてきな1カ月

仙台泉プレミアム・アウトレット
〒981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1
TEL 022-342-5310 営業時間 10：00〜20：00

※一部店舗を除く

http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/

北館 10：00〜20：00 ※一部サービスを除く

※誌面内の商品価格はすべて税込です。※商品のカラーは印刷の関係で実物と異なる場合がございます。

みどころ
Check!

美しい
ガラスボールに
魅せられて

サウスコート

今 年はアメリカ製アンティークガラス
ボールでデコレーション。白銀の中でた
わむれる動物たちの光景と、
ガラスボー
ルの輝きが交じり合う美しい世界をお
楽しみください。

みどころ
Check!

エントランス

トナカイの
イルミネーションが
お出迎え

Tapio のクリスマス
〜 メリークリスマス！ 〜

南館１F「センターコート」、
「サウスコート」、
会場
「ノースコート」ほか

12/25 木
まで
開催中

毎年、
さまざまなクリスマスの風景を演出しているタピオのクリスマス。
南館１F センターコートを中心に、サウスコート・ノースコート・東側エントランスに、
青と白を基調としたすてきなデコレーションが登場します。
個性的なツリーはフォトロケーションとしてもおすすめ！

みどころ
Check!

センターコート

可愛いトナカイのイルミネーションと、赤

輝く真っ白なツリー
美しい光の演出に注目！

いリンゴのオーナメントで装飾し、皆さま
をお迎えします。

真っ白なモミの木が、
キラキラと光り輝く白銀の世界。

ノースコートもクリスマス仕様

タピオで初めて「回るツリー」が登場しています。
雪景色の森の中に現れた小さなテーマパークをイメージした演出です。
動きと光のきらめきが、
クリスマス独特のワクワク感をかもし出します。

レストスペースも、
クリスマス仕様に模様替え。ハートをモチーフにしたコーディネート
で、
クリスマス気分を演出します。

ぜひご家族でお立ち寄りください。

クイズに答えて当てよう！

プレゼントキャンペーン開催！
タピオからのクリスマスプレゼント♪今年はアイスケーキや
シャンパンをご用意いたしました。みなさま奮ってご応募ください。

応募期間：12月1日
（月）〜14日（日） 14日間

期 間 中 、館 内 2カ 所 の ホ ワイトツリー の 前 に
『Tapioクリスマスクイズ』を掲出します。正解を
お選びいただいた方の中から、抽選で20名さま
にプレゼントが当たります。

クイズの｢応募用紙｣配付
＆ ｢応募箱｣設置場所
南館１F センターコート
南館１F サウスコート インフォメーション脇

クリスマスコンサート
会場 南館１F ノースコート
タピオの12月は、南館１Fノースコートがクリスマスにちなんだ音楽でいっぱいに。
こどもたちの、心あたたまるステージをお楽しみください。

12/ 6

土

13：30〜／14：30〜

宮城明泉学園プリミアスクール

12/13

土

13：30〜

仙台白百合学園

12/23

火 祝

14：00〜／16：00〜

宮城学院女子大学音楽科附属音楽教室

泉パークタウン40周年記念

プレゼント企画開催！

12月23日（火・祝）まで

泉パークタウンでは、
街開き40周年を記念したプレゼント
企画「わたしのトナカイどこですか？」を11月22日（土）〜
（火・祝）
までの毎週土曜・日曜・祝日に開催予定です。
12月23日
泉パークタウン内4カ所に設置している40周年マークを
つけたトナカイのイルミネーションを見つけ、2カ所で
トナカイと一緒に写真を撮り、
仙台泉プレミアム・アウトレット
でご提示頂くと、先着で素敵なプレゼントが！！
詳しくは HP h t t p : / / w w w .i z u m i - p a rkt o w n.c o m / まで

