
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

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

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

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。

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

※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。

92018
September

9月3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

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
9月7日（金） 10:30 ~11:30PICK UP!

PICK UP!

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

お片付けで
ご機嫌家事

スマイルキッズ
撮影会

足形アートで
うさぎを作ろう

写真が入る
Baby☆ガーランド

デコアルバム
作り☆

エアロフラ体験

ママのバランス
ボールレッスン

お片付けで  ご機嫌家事
家事はサクッと楽にこなしたい！
そんなママに「時短」「最短」「楽
家事」をご提案。5人の子持ち講
師がポジティブなズボラ家事を
お伝えします！片付けをする事
でご機嫌に家事が出来るように
なりますよ♪

次月ごほうびサロン
予約受付開始

ご応募いただいたおじいちゃん、
おばあちゃんの似顔絵を館内に展示します。
※似顔絵の募集は終了いたしました。

敬老の日 似顔絵展示会
2F吹抜けガラス面9/1（土）

9/17（月・祝）
〜

9/23（日）
9/24（月・祝）

猿まわし劇場

新幹線展望テラス前＜2F＞
11：00～18：00（1時間毎、各回15分）

9/2（日）
フォレオリトルマーケット

新幹線展望テラス前＜2F＞
10：00～16：00

9/8（土）
おはなし探検隊
①13：30～/②15：00～
こどもっとぱーく＜2F＞

9/15（土）

おもちゃ病院
11：00～15：00（受付14：30まで）
こどもっとぱーく＜2F＞
※9月・11月は開催場所を「2Fこどもっとぱーく」に
　変更させていただきます。

9/15（土）

リサイクルフェア2018 
in フォレオ大津一里山
10：00～14：00
ノースコート＜1F＞
新幹線展望テラス前＜2F＞

9/17
（月・祝）

赤ちゃんハイハイレース
①10:30~/②11:30~/③13:15~/④14:30~/⑤16:00~
こどもっとぱーく＜2F＞
※参加者の募集は終了いたしました

おはなし探検隊

おもちゃ病院

リサイクル
フェア2018 

ウルトラヒーロー
握手撮影会

猿まわし
劇場

猿まわし劇場

赤ちゃん
ハイハイレース

フォレオ
リトルマーケット

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：子だくさんお片付け伴走師 岩城美穂
持ち物：筆記用具、やる気、聴く耳

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）

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！
9月は「ウルトラマンネクサス」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］ 9/29（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

毎月最終土曜日は『ファミリー感謝デー！』
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「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）

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）

10:30 ~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。

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

9月12日（水） 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）

9月14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：happy★smile★flower 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）

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。
お子さんの名前を入れたり、生
まれ月を入れたり、色んな素材
をデコレーションして、オリジ
ナルガーランドを作りましょう。

写真が入るBaby☆ガーランド

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）

9月21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、水分補給、
　　　　動きやすい服装

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
を組み合わせた有酸素運動で体
幹を鍛えます。産後のシェイプ
アップや腰痛改善に効果的♪
（妊娠中の方はお控えください）

産後ママにオススメ！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）

9月11日（火） 10:30 ~12:00

場　所：こどもっとぱーく<2F>
対　象：ママ＆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

今だけの可愛い足形でアート
しよう♪今回は「お月見うさ
ぎ」です★※大人気講座のた
め、初めての方優先受付となり
ます。リピーターさんはキャン
セル待ちでの受付になります。

足形アートでうさぎを作ろう

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）

9月21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）

の答え ①たこさんウィンナー　②帽子の色　③風船


