
※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、お連れ頂くお子さんのご年齢、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

PICK UP! 7月9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

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!!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。　

毎月25日
受付開始！
※土日祝日の場合は
翌営業日開始と
なります。

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

ピースマム×アクア21のコラボイベント
ごほうびサロンとは
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迷わない
子育て講座♪

思い出をつめこんで
メモリージャー作り

ポーセラーツで
『ミニ皿』を作ろう

アイシングクッキー
でサマードレス

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

「私の子育てこれでいい
の？」「育休復帰後もちゃん
とやっていけるのかしら？」
そんなママに、今後の迷わ
ない子育てのためのヒント
をお伝えします☆

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：マザーズコーチングスクール
認定ティーチャー 　三品紀子
持ち物：筆記用具

ママのための迷わない子育て講座♪

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）

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 8/1 8/2 8/3 8/4

次月ごほうびサロン
予約受付開始

【時間】13：00 ～ 14:30
【場所】1F センターコート
【主催】JEUGIA
JEUGIAさんで開講されている教室の発表イベント

フラダンス等の発表イベント7 22
（日）

【時間】10:00 ～ 16:00
【場所】1F センターコート
【主催】アクア21 委託イベント 

AQUAマルシェ7 29
（日）

【時間】13：00 ～ 17：00
【場所】1F センターコート
【主催】早川さん(一般)
音楽ライブと皮工房、アクセサリー等のミニショップ 

LOVE POWER SONGS7 8
（日）

三品さんは新米ママとしてネットの情報やママ友の話に動揺し迷って
いた時に「マザーズコーチング」に出会います。「マザーズコーチング」
とは、「母親が子どもとどんな関わり方ができれば、子どものコミュニ
ケーション能力を育てることができるのか？」をテーマに、お母さんが
学ぶ講座です。三品さん自身も「子どもとの何気ない瞬間をより楽し

めるようになり、子育ての軸ができた」とのこと。みんなに、「もっと楽しい子育て」、「自分たちらしい
子育て」、「本当に子どものためになる子育て」を知ってほしい！と活動されています。

「ママのための迷わない子育て講座」 

フラダンス等の
発表イベント

AQUAマルシェ

LOVE POWER 
SONGS

講師紹介講師紹介
三品紀子さん



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

7月17日（火） 10:30 ~11:30

大人気のポーセラーツに挑戦し
てみませんか。オリジナルのミニ
皿を作ります♪作品は焼成後、
八幡自宅教室でのお渡しまたは
郵送（有料）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：kea laule'a  小森有佳子
持ち物：特になし

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）

夏のかわいいサマードレスとひ
まわりを作りましょう。ひまわり
の作り方もとってもおもしろいで
すよ♪※着色は天然の食用色素
を使用しています。

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：tree trunk  苗村和美
持ち物：おしぼりかウェットティッシュ、
　　　　タッパー（10×10㎝程度）

7月6日（金） 10:30 ~11:30

アイシングクッキーでひまわり色のサマードレス

思い出をつめこんで★メモリージャー作り

場　所：1階センターコート
対　象：ママ&お子さん（6歳以上）
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：ボンド、瓶に詰めたいもの
　　　　写真1~2枚

話題のメモリージャーを作りま
しょう。写真やチケットなどを瓶
につめこめば手軽に思い出を飾
ることができますよ♪

7月26日（木） 10:30 ~11:45

ポーセラーツでオリジナルの『ミニ皿』を作ろう♪

※月によって開催日等が変更になる場合があります。

ピースマム事務局より
イベント情報や
地域のおすすめ情報などを
ＬＩＮＥでお知らせいたします！

メンバー募集

ピースマムから
子育てに便利な情報をおとどけ

LINEを
開く

友だち
追加 QRコード QRを

読み取る
友達追加
OK

の答え ①ひこ星さまの帽子　②おり姫さまの口　③右の星


