
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
ご予約・お申込みは

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

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

2019
January1

Mom and Kids Event Calendar

ママとキッズの
イベントカレンダー

TEL.080-4645-6689 主催：ピースマムプロジェクト
　　　TEL.0748-37-1775

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

ごほうびサロンの
予約状況は

webをチェック！

抱っこ紐を必ずお持ちください。

PICK UP!

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

安土図書館 竜王図書館
近江八幡図書館

抱っこ紐の
使い方講座

手形アートで
鬼を作ろう♪

オリジナル
アクセサリー作り

ごろんフォト

【時間】13：00～
【場所】1F センターコート
【出演】滋賀大学邦楽部  【主催】アクア21

邦楽コンサート
お正月をイメージした筝の音楽イベント

1 5
（土）

【時間】14：00～（予定）
【場所】1F センターコート
【主催】アクア21
立礼卓　表千家流　岸村宗敦

お抹茶と和菓子のお振舞
先着100名様限定の無料イベント

1 5
（土）

うたのひろば
 in滋賀

音楽イベント

邦楽コンサート

お抹茶と和菓子
のお振舞

バレンタイン
BOX♥

1月9日（水） 10:30 ~11:30

ママと赤ちゃんが心地いい
抱っこの姿勢、安全な抱っこ
紐の使い方をお伝えします。
抱っこ紐を使っているのに
肩、腰が痛い方！是非ご参加
ください。

場　所：1階センターコート
対　象：ママ＆ベビー
参加費：500円（税込）
先　生：ふれあい教室hugtime  藤井友美
持ち物：抱っこ紐、いつものお出
　　　　掛けセット

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

※12/29～1/6は、年末年始の為受付できません。
受付時間/AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

【時間】未定
【場所】1F センターコート
【主催】DEF MUSIC ENTERTAIMENT

音楽イベント
Tigh-zライブ

1 13
（日）

【時間】13：00～18：00
【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
伊谷亜子他出演の音楽イベント

1 20
（日）

次月ごほうびサロン
予約受付開始日

ごほうびサロン1月分のご予約は、
年末年始（12/29 ～ 1/6）は受付できません。

20人以上の滋賀県在住のママライターが
「ママ目線」で子育てが楽しくなる情報を毎日配信中！
滋賀で子育て中のママに元気をお届けします♪

滋賀県の
イベント情報

子どもの
おけいこ情報

子連れOKの
飲食店

ママが知りたい
情報がここに！

年末年始（
12/29～1

/6）は

受付できま
せん。
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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 （小学生以上対象）

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

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）

※12/29～1/6は、年末年始の為受付できません。

お子さんの成長記録にもなる手
形アート。お子さんの手形足形
を取り、節分の鬼と金棒を作り
ます。

場　所：1階センターコート
対　象：ママ＆ベビー
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

1月15日（火） 10:30 ~12:00

手形アートで鬼を作ろう♪

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）

※12/29～1/6は、年末年始の為受付できません。

ごろんフォトdeバレンタインカード作り♪

場　所：1階センターコート
対　象：ママ＆ベビー
参加費：親子1組500円（税込）
先　生：旅するえほん写真館  伊藤朋子
持ち物： スマホ、デジカメなど

パパやじいじにベビーちゃんか
らもラブをプレゼント！撮った写
真でチョコに添えるバレンタイン
カードを作りましょう♪お手持ち
のカメラでも撮影OK！
※親子1組10分。受付時に予約
時間をお伝えします。

1月23日（水） 10:30 ~12:00

1月18日（金） 10:30 ~11:30

レジンやジェルネイルを使って簡
単で本格的なイヤリングかピアス
を作りませんか。ママもおしゃれ
して女子力UP。※金具の色はゴー
ルドのみ。お申し込み時にイヤリ
ングかピアスかをお伝え下さい。

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)

簡単♪オリジナルアクセサリー

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）

※12/29～1/6は、年末年始の為受付できません。

の答え ①おでん　②こま　③ハート

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

バレンタインBOX♥

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：1,200円（税込）
先　生：みずいろどっと　杉本佳美
持ち物：テープのり、クラフトボンド、
はさみ、カットしても良い写真10枚程度

バレンタインのプレゼントにサプ
ライズボックスを作りませんか?
ふたを取るとびっくり!!!お子さん
やママの写真がたくさん貼れて、
パパへのプレゼントにぴったり
です。

1月28日（月） 10:30 ~12:00

ご予約はこちら
MAIL:
mizuiro.dot.0705
　　　@gmail.com


