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

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。

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

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

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
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

館内イベント情報

※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 アクア21

でのイベント
施設
主催

アクア21
でのイベント

ﾋﾟーｽﾏﾑ
主催

92018
September

「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。
次回は、10月4日（木）開催予定☆

予約受付開始 9月 25日（火）

PICK UP! 9月6日（木） 10:30 ~12:15

竜王図書館

竜王図書館

竜王図書館

竜王図書館

近江八幡図書館

竜王図書館

竜王図書館

安土図書館 竜王図書館
近江八幡図書館

ポーセラーツで
ミニ皿作り

デコアルバム
作り☆

サンキャッチャー
ストラップ作り☆

オリジナル
アクセサリー作り

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☆

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

デコアルバム作り☆

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）

次月ごほうびサロン
予約受付開始

【時間】13:00 ～ 17:30
【場所】1F センターコート
【主催】伊谷亜子

うたのひろば in滋賀
多数のアーティストによる音楽ライブ

916
（日）

手作り作品等の販売
【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9 30
（日）

うたのひろば
 in滋賀

アイシング
クッキー作り

AQUA
マルシェ

 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

8/28 8/29 8/30 8/318/278/26

30



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！

※月によって開催日等が変更になる場合があります。

千僧供町北

9月19日（水） 10:30 ~12:30

かわいいどうぶつたちが「ひょっ
こり」顔を出しているクッキーを
作ります♪
※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：1800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（15×15㎝程度）

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）

お好みのデザインの中から自由
に選んで世界に１つのミニ皿を
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）
主　催：kea laule'a  小森 有佳子
持ち物：特になし

9月10日（月） 10:30 ~11:30

ポーセラーツでミニ皿作り

オリジナルアクセサリー作り

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：Parva.Splend   澤田真理子
持ち物：特になし(必要な方は、ビニー
ル手袋、マスク、防御用眼鏡)

レジンを使って簡単にできるアク
セサリー作りを楽しんでみません
か。短時間、低コストでできる内容
ですので、『レジンって何？』『アク
セサリーって自分で作れるの？』と
いう初心者さんにオススメです。

9月25日（火） 10:30 ~11:30

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）

オリジナル サンキャッチャーストラップ作り☆

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：おやこいろ　西村せいか
持ち物：特になし

色とりどりのビーズを選び、オリ
ジナルストラップを作ります。
バッグやスマホなどにつけると
素敵なアクセントに。明るい所で
ビーズが揺れるとキラキラ虹が
でき癒されます。

9月28日（金） 10:30 ~12:00

tree trunkのアイシングクッキー作り

の答え ①たこさんウィンナー　②帽子の色　③風船

contact
treetrunk.sweet@
gmail.com

MAIL:

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

LINE
開く

友だち
追加

QR
コード

QRを
読み取る

友達追加
OK

ピースマムから
子育てに便利な情報をおとどけ


