
※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。

フォレオ大津一里山
でのイベント[施設主催]

フォレオ大津一里山での
ごほうびサロン

7月2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）
先　生：ペーパーアトリエ★和みん 植田あゆみ
持ち物：ボンド、写真（4㎝くらいに
カットできるもの）

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
7月11日（水） 10:30 ~11:30PICK 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。

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

バランスボール
レッスン

Baby☆
ガーランド

オリジナル★
ホワイトボード デコ

キッズネイル 足形アートで
スイカをつくろう♪

エアロフラ体験

スマイルキッズ
撮影会

おはなし探検隊

おもちゃ病院

写真が入る  Baby☆ガーランド

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

スタイやロンパースのガーラ
ンドをかわいくデコレーション
します☆いろんな素材を使っ
てオリジナルガーランドを作り
ませんか♪飾った後は、アルバ
ム整理に使ってね☆

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

次月ごほうびサロン
予約受付開始 実施期間：6/30（土）・7/1（日）

実施時間：10：00～21：00   実施場所：ノースコート<1F>

ガ ラ得 ポ ン 抽 選 会大大

6/23～7/1の期間中、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）毎につき1回ガラポン抽選会にご参
加いただけます。※但し、お一人様最大10回まで。※一部対象
外の店舗がございます。

【レシート有効期限】  6/23～7/1

新幹線展望テラス前＜2F＞
7/1（日）

鉄道おもちゃ大運動会
10：00～15：00

ユニクロ前＜2F＞（各回先着100名様）
7/28（土）

ウルトラヒーロー握手撮影会
①11：00～/②13：00～/③15：00～

7月は「ウルトラマンヒカリ」が登場します。

ユニクロ前＜2F＞7/29（日）

手作りはがきフェス
10：00～17：00

色々なスタンプで、世界でたった一つの
年賀状を作ろう。
かわいいぽすくまと記念写真をとろう！

7/15（日）
HUGっと！プリキュアショー
①11：00～/②13：30～
センターコート＜B1F＞

6/23（土）

7/7（土）

フォレオの七夕まつり
ユニクロ前＜2F＞
七夕のモニュメントが登場します。
短冊に願いを書いてお星さまに届けよう！

〜

July

手作りはがきフェス

HUGっと！
プリキュアショー

鉄道おもちゃ
大運動会

得大ガラポン
抽選会
［6/30・7/1］

赤ちゃんハイハイレース参加者募集
［開催日時］  9/17（月・祝）  1回目10：30 ～他
［会　　場］  こどもっとぱーく＜2F＞
［応募期間］  7/14（土）～ 8/12（日）
［応募資格］  9/17（月・祝）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

7/14（土）～ 8/12（日）

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

敬老の日似顔絵大募集



7月13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：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。
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）

7月13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：モハラカプア aika
持ち物：タオル、飲み物、
　　　　動きやすい服装

やさしい有酸素運動で心も体も
リフレッシュ☆色々な曲に合わ
せてフラダンスの基本ステップ
とエクササイズを組み合わせた
動きを体験してみませんか♪
（妊娠中の方はご遠慮ください）

エアロフラ体験

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）

7月27日（金） 10:30 ~12:00

場　所：こどもっとぱーく<2F>
対　象：ママとお子さん
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、はさみ

夏といえばスイカ！
お子さんの足形で夏らしい作
品を作ってみましょう。

足形アートでスイカをつくろう♪

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）

7月12日（木） 10:30 ~11:45

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：写真1、2枚(なくてもOK)、
　　　　ボンド

お家のインテリアに、お子さん
のお絵描き用に。我が家だけ
のオリジナルのホワイトボー
ドを作ってみよう！

オリジナル★ホワイトボード デコ

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）

7月24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

お子さんの爪に、ネイルカラー
を塗ってアートを数本施しま
す。おひとり約10分。あっとい
う間に完成です。(大人用の材
料を使います。）

キッズネイル

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）

「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 !!

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）

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3水曜日
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。

の答え ①ひこ星さまの帽子　②おり姫さまの口　③右の星


