
※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! 5月14日（月） 10:30 ~11:30

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。

千僧供町北

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

ベイブレード大会
『Battle「D」』

親子で楽しむ
手形・足形アート

はじめてでも大丈夫♪
苔玉を作ろう！

眉の描き方
レッスン

骨格診断
入門セミナー

sugar flowerの
アイシングクッキー教室

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

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

雑誌等で知られつつある『骨格
診断』。健康ではなくファッショ
ンのお話♪自己分析チェック
シートで自分の骨格タイプを
診断して、“頑張ってないけど
ちょっとオシャレなママ♪”に
変身してみませんか？

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：骨格スタイルアドバイザー
　　　　 YUMIKO
持ち物：筆記用具

骨格診断入門セミナー

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 ～ 11:30受付
　　　12:00スタート
【場所】1階センターコート

非公式ベイブレード大会
『Battle「D」』

5 5
（土・祝）

　大人気の手形アート。講師は「Nico iro」の白水真由美先生です。お子さ
んの小さな手や足は今だけ！そんなかわいい手形・足形を取って、世界に
一つだけの作品の出来上がり♪かわいく見える名前の書き方や、マステの
使い方など先生が丁寧に教えてくれるので、初めてさんでも大丈夫！
ひよこ、キリン、ゾウなどのかわいい作品が完成しました♪
５月もかわいい手形・足形アートを楽しみましょう！
父の日のプレゼントにしたら、パパも喜ぶかも♪
コミスペアクア21へ遊びに来てくださいね！

イベント
レポート

～手形・足形で世界にひとつだけの作品づくり～
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みどりの日 こどもの日憲法記念日

6/1 6/2

4/29 4/30

次月ごほうびサロン
予約受付開始



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！

千僧供町北

5月21日（月） 10:30 ~12:30

テーマは「お弁当を持ってピク
ニックへ行こう！」ウキウキお出
掛けしたくなる季節ですね。おに
ぎり、タコさんウインナー、卵焼
きのお弁当をアイシングクッ
キーで作ってランチボックスに
入れましょう♪

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：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

ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

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）

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）

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）

眉は自分らしさを表現できる名
刺のようなもの。コツを掴めばあ
なたに合った眉をかけるように
なります。魅力に合わせた眉の活
かし方もプチアドバイスします。

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：ナチュラルメイク教室 Ohana  谷川絵里子
持ち物：普段お使いのメイク道具、鏡、
ふき取りクレンジング（あれば）

5月29日（火） 10:30 ~12:30

苔や土を形成して季節の植物を
育ててみよう。苔玉は手間もか
からず室内のインテリアとして
飾れますよ♪
（苔玉は7cm程度となります）

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：持ち帰り袋(ビニール製がよい)・
汚れても良い服装でお越しください

はじめてでも大丈夫♪苔玉を作ろう！

5月16日（水）10:30 ~12:30

ナチュラルに自分らしく輝こう♪眉の描き方レッスン

の答え ①一番上の鳥　②こいのぼりの目　③ぶたくんの兜

親子で楽しむ手形・足形アート

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・ウエットティッシュ

お子様の手形・足形を使って可
愛い作品を作ります。父の日のプ
レゼントにもぴったり♪

5月25日（金） 10:30 ~11:45

sugar flowerのアイシングクッキー教室

contact
chibikorosanpo@
gmail.com

MAIL:

※月によって開催日等が変更になる場合があります。


