
※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

5月7日（月） 10:15~12:00  

場　所：こどもっとぱーく<2F>

お子さんの写真を撮影します♪
写真はイベントカレンダーと
フォレオ館内設置ポスターに
掲載！
※受付時間＜10：15～10：45＞
※お写真プレゼントは終了しました。

対　象：お子さん（未就学児）
参加費：無料
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

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）
主　催：リボン教室chou chou  藤原友希
持ち物：特になし

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）

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
5月15日（火） 10:30 ~12:00PICK 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

ほっこりひろば

ほっこりひろば

ほっこりひろば

リボン付きオリジナル
ミニバッグを作ろう♪

バランスボール
レッスン

産後の骨盤体操

簡単！
レジンアクセサリー

アロマワックス
サシェ作り♪

抱っこ紐の
使い方講座

デコアルバム
作り☆

スマイルキッズ
撮影会 おはなし探検隊天下無敵の

爆裂ライブ

平成仮面
ライダーショー

サウンドパフォーマンス
 JACK

サウンドパフォーマンス
 JACK

おもちゃ病院

外国絵本の
読み聞かせ

リボン付きオリジナルミニバッグを作ろう♪

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

リボンを作ってミニバッグを可
愛くデコ♡ママが持つもヨシ！
お子様が持つもヨシ！オムツ入
れにも便利★リボンとバッグ
のお色は自由に選べます♡
（横30cm×縦18cm）

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
ママとキッズの
イベントカレンダー
Mom and Kids Event calendar
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5/19（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＞

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！
5月は「ウルトラマンエース」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］ 5/26（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！』

5/4（金・祝）
~

5/5（土・祝）サウンドパフォーマンス JACK

館内をグリーティングしながら、ユニークで
愉快な音と風船パフォーマンスを披露！

5/6（日） 天下無敵の爆裂ライブ
①13:00~/②15:00~

センターコート＜B1F＞

※詳しくは、ホームページまたは館内
　イベントポスターをご確認下さい。

出演：サンシャイン池崎/マービンJr

5/3
（木・祝）

平成仮面ライダーショー
①11:00~/②13:30~

センターコート＜B1F＞

※ショー終了後、握手会を行います。
　詳しくは、ホームページまたは館内
　イベントポスターをご確認下さい。

52018
May

みどりの日 こどもの日憲法記念日

6/1 6/2

4/29 4/30

赤ちゃんハイハイレース参加者募集
［開催日時］  6/17（日）  1回目10：30 ～他
［会　　場］  こどもっとぱーく＜2F＞
［応募期間］  4/16（月）～ 5/13（日）
［応募資格］  6/17（日）時点で、ハイハイができる赤ちゃん
［応募方法］  館内の北側・南側エスカレーター下＜1F＞
                       に応募箱を設置しています。
［募集人数］  150名 ※応募多数の場合は抽選にて決定いたします

5/13（日）まで
詳しくは館内設置の応募用紙をご覧ください。
<設置場所> 1F北側・南側エスカレータ下、2Fこどもっとぱーく

父の日似顔絵大募集



5月18日（金） 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：La＊festa　yoko
持ち物：ウェットティッシュ

お部屋の空気をリフレッシュ
しませんか♪自分好みにお花
を飾って、アロマの香りを付け
ます♥世界に一つだけの癒し
のアロマワックスサシェを作
りましょう♪

オリジナルアロマワックスサシェ作り♪

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）

5月22日（火） 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：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。バラ
ンスボールは目的に応じて強
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）

5月24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：Parva.Splend   澤田真理子
持ち物：特になし（必要な方は防
御用メガネ、ビニール手袋、マスク）

大人気のレジンアクセサリー
作り。自分好みに作ってみま
せんか？
※受付時に「ピアスorイヤリ
ング」「ゴールドorシルバー」
をお知らせください。

簡単！レジンアクセサリー

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）

5月11日（金） 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：ふれあい教室hugtime  藤井友美
持ち物：お手持ちの抱っこ紐、
　　　　いつものお出掛けセット

抱っこ紐を使って肩や・腰が
痛い。ママの負担が減る付け
方があるって本当？ママと赤
ちゃんが心地いい抱っこの姿
勢・安全な抱っこ紐の使い方
をマスターしよう♪

楽になる★抱っこ紐の使い方講座

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）

5月22日（火） 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

毎日の育児で凝り固まった身
体をゆるめましょう。身体の仕
組みを知って、ママ自身がほぐ
せるようになりますよ♪

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）

5月31日（木） 10:30 ~12:15

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：マステで簡単アルバムデコ
　　　　松村みさえ
持ち物：アルバム、写真たくさん

使い放題のデコ素材でアル
バム整理しちゃいましょう！
お手持ちのアルバムを可愛く
変身☆

デコアルバム作り☆

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）

「Smile KID’S 撮影会」に参加してくれたキッズの写真を紹介します。
撮影会はこどもっとぱーくで毎月開催中 !!

の答え ①てんとう虫の色　②さくらんぼ　③リボンの色

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

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）

※5月3日はお休みさせていただきます

ごほうびサロン専用の
facebookページです！

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2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10:30~

※月によって開催日等が変更になる場合があります。


