
※お申し込み・お問い合わせは各主催者宛にお願いします。　※申し込みにはお名前．参加人数、ご連絡先が必要です。

その他施設
でのイベント

フォレオ大津一里山
でのイベント[施設主催]

大津市立図書館・滋賀県立図書館
でのイベント

フォレオ大津一里山での
ごほうびサロン

3月6日（火） 10:15~11:00  

場　所：こどもっとぱーく<2F>

子どもたちの笑顔を残す撮影
会を開催♪撮影した写真は次
回発行の「イベントカレン
ダー」に掲載しちゃいます！成
長記録としても嬉しい♪写真
は後日郵送にてプレゼント☆

対　象：お子さん（未就学児）
参加費：200円（税込）
主　催：ピースマムプロジェクト
持ち物：お子さんの好きなおもちゃ

専用ご予約ダイヤル

TEL : 080-4645-6689
受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

スマイルキッズ撮影会
3月6日（火） 10:30 ~15:30PICK UP!

PICK UP!

毎日のちょっとイイを発見する。“ママがよろこぶ”ショッピ
ングモール。お買い物に便利なベビーカーの貸し出しや授
乳室・おむつ交換ができるトイレなども完備されています。

おはなしの時間

子ども映画会

よちよちクラブ

よちよちクラブ

おはなし会

ほっこり
ひろば

ほっこり
ひろば

ほっこり
ひろば

ほっこり
ひろば

ほっこり
ひろば

ほっこり
ひろば

スマイルキッズ
撮影会

手形アートで
記念のアートを作ろう！

キッズネイル
アート

ママの声掛けで
子どもが変わる!?

ママのバランス
ボールレッスン

産後の骨盤体操

ママと一緒に
楽しくリトミック♪

らくらく表情筋
フィットネス！

ママ・マルシェ
入園・入学グッズ おはなし探検隊

おもちゃ病院

ハイハイレース

ABC-MART（～3/29）
アウトレットセール

鉄道おもちゃ
大運動会

鉄道おもちゃ
大運動会

外国絵本の
読み聞かせ

入園・入学グッズ  ママ・マルシェ

ファミリー感謝デー
ウルトラヒーロー
握手撮影会/
FOLEO特典祭

毎年大好評の入園・入学グッズマ
ルシェを今年も開催します♪給食
袋、エプロン、ランドセルカバーな
どの通学グッズと、セレモニー用の
コサージュの手作りのお店が大集
合！入園・入学準備はママ・マル
シェで♪
場　所：ノースコート＜1F＞
主　催：ピースマムプロジェクト

教室の詳しい時間・料金・持ち物は
WEBカレンダーをご利用ください。
各教室の予約もこちらから!!
携帯電話からもチェックできます。
https://www.peace-mom.net/reward-salon

とっても便利!!イベント情報
カレンダー（web）をチェック!!

みんなとおしゃべり＆リフレッシュ♪
笑顔でほっこり、子育てしましょ。

参加費500円 お子さん連れOK

ピースマム×フォレオのコラボイベント
ごほうびサロンとは お子さんはおんぶやベビー

カー、ママのお隣で参加して

いただきます。一人で遊べる

お子さんはサポーターが見守

ります。

少人数制

見学自由

TEL　080-4645-6689

準備をしていただいている先生、キャンセル待ちを
されている方のためにも欠席の場合は必ず
ご予約ダイヤルへのご連絡をお願いします。

ごほうびサロン  滋賀 検 索

ごほうびサロンに関する
お問い合わせは
ピースマム　
0748-37-1775

2018 3March ママとキッズの
イベントカレンダー
Mom and Kids Event calendar

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2/25 2/26 2/27 2/28

春分の日

3/10（土） おはなし探検隊
①13:30~/②15:00~ こどもっとぱーく<2F>

ABC-MARTアウトレットセール
10:00~21:00 ノースコート＜1F＞3/16（金）~3/29（木）

3/17（土）
おもちゃ病院
11:00~15:00（受付14：30まで）

コミュニティルーム＜B1F＞

3/21（水・祝）赤ちゃんハイハイレース
①10:30~/②11:30~/③13:15~/④14:30~/⑤16:00~

こどもっとぱーく＜2F＞

フォレオ大津一里山マンスリーイベント
ウルトラヒーロー握手撮影会

☆ ★ ☆ FOLEO特典祭 ☆ ★ ☆
各ショップにて当日限りの特典をご用意！

毎月最終週の土曜日はウルトラヒーローがやってきます！
３月は「ウルトラマンビクトリー」が登場します。
一緒に握手したり写真を撮って仲良くなろう！
※ヒーローショーではありません。
※カメラはご持参ください
［日時］  3/31（土）  ①11：00 ～  ②13：00 ～ ③15：00 ～
                                　（各回先着100名様）
［場所］  2F ユニクロ前

店頭に「ファミリー感謝デー」のPOPがあるお店が対象です。

参加無料

ファミリー感謝デー
毎月最終土曜日は『ファミリー感謝デー！』

快盗戦隊ルパンレンジャー
VS 警察戦隊パトレンジャー ショー

［開催日時］  4/1（日）  ①11：00 ～②13：30 ～
［会　　場］  センターコート＜B1F＞　【観覧無料】
※詳しくはホームページまたは館内イベントポスターにてご確認下さい。

お問い合わせ

TEL : 0748-37-1775
      （ピースマム事務局）

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

※参加者の募集は終了いたしました

3/17（土）
3/18（日）
3/24（土）
3/25（日）

鉄道おもちゃ大運動会

新幹線展望
テラス前
＜2F＞

フォレオにいろいろな新幹線がやってくる！
大きなプラスチックレールに、車両を持ち込
んで思いっきり走らせてみてね♪

3/17         13:00~18:00
3/18・24  10:00~18:00
3/25         10:00~15:00

実施期間：3/31（土）・4/1（日）  実施時間：10：00～21：00
実施場所：ノースコート<1F>

ガ ラ得
春の感謝祭

ポ ン 抽 選 会大大

期間中、フォレオ各店でお買上げ・ご飲食レシート3,000円（税込・合算可）毎に
1回ガラポン抽選会にご参加いただけます。※但し、お一人さま最大10回まで。

【レシート有効期限】3/31～4/1

予告

鉄道おもちゃ
大運動会

鉄道おもちゃ
大運動会



3月のお誕生日キッズの撮影会を開催しました。
かわいくて元気なお友だちがたくさん！
お誕生日の記念に写真を後日郵送にてプレゼントしますよ♪
来月からは「スマイルキッズ撮影会」を開催します！お楽しみに☆

3月9日（金） 10:30 ~11:15

第３
金曜日

11:00 ~11:30
おはなし会

滋賀県立図書館

大津市立図書館本館

大津市立図書館本館

第1金曜日
第4日曜日

11:00 ~11:20
よちよちクラブ（0歳～ 3歳対象）

11:00 ~11:30

第4
日曜日

14:00 ~14:30
外国絵本の読み聞かせ

大津市立図書館本館第4
土曜日 おはなしの時間（4歳～対象）

大津市立図書館本館第2
土曜日

10:30~
子ども映画会

大津市立図書館本館

子育て中の家族やご近所の方々が気軽に集い、
交流を楽しむひろばです。

対　象：どなたでも　　主　催：ほっこりひろば
参加費：＜年間登録制＞ 一家族:500円（税込）

E-mail :  hokkori2014@docomo.ne.jpcontact

TEL :  080-8512-9247 留守番電話の際は
メッセージを入れてください

毎週水曜日・木曜日  10:30~14:00
※3/21・28・29はお休みさせていただきます

場　所：コミュニティルーム<B1F>

（毎年4月～翌年3月までの登録）

場　所：コミュニティルーム＜B1F＞
対　象：ママ＆1歳半以上のお子さん
参加費：500円（税込）
先　生：リトピュアリトミック認定講師
　　　　山本のぞみ
持ち物：いつものお出かけセット
　　　　水分補給用の飲み物

楽しい音楽空間の中で「出来
た！」を感じるカリキュラムが
いっぱいのリトピュアリト
ミック。ママのリフレッシュ
にもぜひ！

ママと一緒に楽しくリトミック♪

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

3月9日（金） 11:30 ~12:15

場　所：コミュニティルーム＜B1F＞
対　象：ママ（お子さん連れOK）
参加費：500円（税込）
先　生：親子ボイトレ・リトミック教室
　　　　　ぐぅルーム　松浦菜保子
持ち物：手鏡、飲み物、タオル

シワやたるみなどお化粧でカ
バーできないお顔の悩みは、
簡単な筋トレでらくらく改善！
発声練習も交えて楽しく解決！
素敵な笑顔でママも家族も
ハッピー♪

らくらく表情筋フィットネス！

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

3月16日（金） 10:30 ~11:15

場　所：コミュニティルーム＜B1F＞
対　象：ママ（お子さん連れOK）
参加費：500円（税込）
先　生：バランスボールインストラクター  ari
持ち物：水分補給用の飲み物、ヨ
ガマット（あれば）、汗拭きタオル

バランスボールは関節に負
担の少ない有酸素運動です。
目的に応じて強度を調整で
きるので、体力に自信のない
方や産後ママも楽しんでエ
クササイズできますよ♪

ママのバランスボールレッスン

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

3月16日（金） 11:30 ~12:15

場　所：コミュニティルーム＜B1F＞
対　象：ママ（お子さん連れOK）
参加費：500円（税込）
先　生：カイロプラクティック有
　　　　杉江すみこ
持ち物：タオル、水分、動きやすい
服装みするもの）、タオル、飲み物

冬の寒さで凝り固まった身
体をゆるめましょう。身体の
仕組みを知って、自分ででき
る身体づくりをします。

産後の骨盤体操

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

3月27日（火） 10:30 ~12:00

場　所：こどもっとぱーく<2F>
対　象：年少～小学6年生
参加費：500円（税込）
先　生：Parva.Splend  澤田真理子
持ち物：特になし

春休み限定！普段はできない
ネイルのおしゃれを体験しま
しょう♪ネイリストがお子さ
んに施術します。(大人と同
じ材料を使用しますので、過
敏な方はご遠慮ください。)

キッズネイルアート

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

3月29日（木） 10:30 ~11:30

場　所：こどもっとぱーく<2F>
対　象：ママ（お子さん連れOK）
参加費：500円（税込）
先　生：キッズコーチングアドバイザー  神崎千晶
持ち物：筆記用具

子どもを自立に導くキッズ
コーチングより、子どもへの
素敵な声掛けをご紹介しま
す。さぁ、今日から、子どもを
成長させる声掛けに変えて
いきましょう！

キッズコーチング講座

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

3月12日（月） 10:30 ~12:00

場　所：こどもっとぱーく<2F>
対　象：ママ＆お子さん
参加費：500円（税込）
先　生：Kulton　木村みな
持ち物：ウェットティッシュ、ハサミ

お子さんの成長記録にもな
る大人気講座の手形アート。
今回は入園記念を作ります。
マステでロゼットにも挑戦し
ましょう♪

手形アートで記念のアートを作ろう！

TEL : 080-4645-6689
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

受付時間AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

３月１日
なのはちゃん

３月７日
ゆずきちゃん

３月２６日
なおちゃん

３月２９日
かえでちゃん

３月８日
えいとくん ３月１９日

ななこちゃん

３月６日
ゆずかちゃん


