
※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。

近江八幡・竜王・安土図書館
でのイベントごほうびサロン その他施設

でのイベント

PICK UP! 3月5日（月） 10:30 ~12:00

近江八幡の駅から直結した便利で楽しいショッピン
グセンター。ファッションからグルメ、映画館までマ
マとキッズに嬉しいお店がたくさん集まっています。

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。

アクア21
でのイベント

ﾋﾟーｽﾏﾑ
主催

アクア21
でのイベント

施設
主催

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。

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。

参加費500円 お子さん連れOK
少人数制

見学自由 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

TEL　080-4645-6689

ピースマム×アクア 21のコラボイベント
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。　

ごほうびサロンとは
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館内イベント情報

【時間】13:00 ～ 、15:00 ～（2回公演）
【場所】1階センターコート

近江八幡吹奏楽団
SPRING CONCERT

AQUAマルシェ

近江八幡吹奏楽団
SPRING CONCERT
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コサージュフラワー
を作ろう！

アロマワックス
グラス作り♪

手形・足形で世界に
一つだけの作品作り

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

https://www.peace-mom.net/reward-salon

はじめましての
スクラップブッキング

sugar flowerの
アイシングクッキー教室

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

春分の日

卒業、入学シーズンに必須アイテム
のコサージュをオリジナルで作って
みませんか。装飾品としても使えま
すよ♪

場　所：1階センターコート
対　象：ママ（お子さん連れOK）
参加費：500円（税込）
先　生：Salida　森千鳥
持ち物：ハサミ

コサージュフラワーを作ろう！

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）

【時間】10:00 ～ 16:00
【場所】1階センターコート

AQUAマルシェ3 25
（日）

3 18
（日）

前回大好評だったコサージュ作り。講師は「salida」の森千鳥先生。
お好みのカラーのお花を選んで、花びらやリボンのアクセントをプラス。
土台はあらかじめ作っていただいているので、少し手を加えるだけで、オリ
ジナリティー溢れるコサージュの出来上がり♪
センスよく仕上がるコツを惜しみなくアドバイ
スしてくれます☆
卒業、入学だけじゃなく、普段のバッグのアクセ
ントにも使えますよ～
ぜひ、コミスペアクア21へ遊びにきてくださいね！

イベント
レポート

～卒業、入学に必須アイテムのコサージュ作り！～



第 2
土曜日

10:00 ~
おはなし会 （０～2歳対象）

近江八幡図書館

第 2
土曜日

10:35~
おはなし会 （3～5歳対象）

近江八幡図書館

第 2
土曜日

11:30~
おはなし会 （小学生対象）

近江八幡図書館

第3
水曜日

10:30 ~11:00
おはなしメリーゴーランド

近江八幡図書館

第1
金曜日

10:30~
絵本の時間（０～2歳対象）

安土図書館

毎週
土曜日

14:00 ~14:30
おはなし会

竜王図書館

第1・第３
木曜日

11:00~11:20
おひざでだっこのおはなし会

竜王図書館

図書館のイベント
親子で

楽しもう！

3月13日（火） 10:30 ~11:30

可愛い置き型のアロマワック
ス♪玄関やお部屋に飾って、
空気も気分もリフレッシュして
みませんか♪甘いアロマの香
りを付けて♡消臭・芳香・癒
しの可愛いアロマワックスグ
ラスを作りましょう！

場　所：1階センターコート
対　象：大人の方（お子さん連れOK）
参加費：500円（税込）
先　生：La＊festa　yoko
持ち物：ウェットティッシュ

アロマワックスグラス作り♪

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）

テ ーマは「HAPPY EASTER！」
春らしいパステルカラーで
イースターエッグを作ってみ
ませんか。うさぎ、バスケットも
作ります♪

場　所：1階センターコート
対　象：大人の方（お子さん連れOK）
参加費：2,000円（税込）
先　生：sugar flower　金森章子
持ち物：ウェットティッシュ、　　
　　　　15×15くらいのタッパー

3月26日（月） 10:30 ~11:45

お子さんの手形・足形を取っ
て、かわいい作品を作りません
か？成長記録になりますよ♪

場　所：1階センターコート
対　象：ママ＆お子さん
参加費：500円（税込）
先　生：Nico iro   白水真由美
持ち物：ハサミ、
　　　　ウェットティッシュ

手形・足形で世界に一つだけの作品作り

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8日（木） 10:30 ~12:30

sugar flowerのアイシングクッキー教室

contact
chibikorosanpo@
gmail.com

MAIL:

の答え ①扇の柄　②ぼんぼりの花の数　③ひし餅の色

はじめましてのスクラップブッキング

場　所：1階センターコート
対　象：大人の方（お子さん連れOK）
参加費：2,000円（税込）
先　生：はじめまして　清水千秋
持ち物：テープのり、ハサミ、カッター、
写真5枚くらい（切っていいもの）

かわいいお子さんの成長記録
に、ご家族の思い出作りに、スク
ラップブッキングでアルバムに
しましょう♪

3月15日（木） 10:30 ~12:30

contact
sb.hajimemashite@
gmail.com

MAIL:


