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5月9日（木）

ママ とキッズ のイベント情報

Mom and Kids Event Calendar

10:20~11:30

ごろんフォト撮影会

5月14日（火）

10:30 ~12:00

手形足形アートでカエルとてるてるぼうずを作ろう！

10:30 ~12:00

エコー写真アルバム絵本作り

ごろんと寝ころべば、まるで絵
本の世界に！ママのスマホやデ
ジカメで「ごろんフォト」をかわ
いく撮影してみませんか？
（撮影時間5分）

成長記録にぴったりの手形足
形アート。今回はかわいいカエ
ルとてるてるぼうずを作ります！

エコー写真で手作り絵本を作り
ましょう♪生まれる前のお子さ
んの写真をかわいく保存しませ
んか☆

場 所：こどもっとぱーく<2F>
（未就学児）
対 象：お子さん
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

場 所：こどもっとぱーく<2F>
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

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：あとりええむえふ 横山宮子
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル
持ち物：エコー写真のコピー10枚程
TEL:
度（生まれたての写真もOK）、
受付時間 /AM 9:00 ～ PM 5:00
（平日）
スティックのり、筆記用具

ごほうびサロン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）

5月20日（月）

ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

TEL: 080-4645-6689

10:30 ~12:30

5月24日（金）

10:30 ~11:15

あそびうたリトミック教室

5月24日（金）

11:30 ~12:15

楽トレで姿勢美人♪

おすわり赤ちゃんから就園まで
のお子さんとママで、楽しいあ
そび歌でふれあいます。お子さ
んの意欲、自信などを引き出し
ましょう♪

バレリーナが教える自宅でも簡
単にできるトレーニング。体を
ほぐして姿勢美人を目指しま
しょう♪

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：Aoakari 布施千晶
持ち物：切っても良い写真6枚程度、
はさみ、のり

場 所：コミュニティルーム＜Ｂ1F＞
対 象：ママ＆ベビー
参加費：500円（税込）
先 生：ココリズム きむらけいこ
持ち物：水分補給の飲み物、
動きやすい服装

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：かなトレ 奥野加奈恵
ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル
持ち物：ヨガマット（ な ければ厚
TEL:
手のタオル）
・水分補給の
受付時間 /AM 9:00 ～ PM 5:00
（平日）
飲み物・動きやすい服装

ごほうびサロン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）

10:30 ~12:00

世界に1つしかないオリジナル
バックを作りませんか？お子さ
ん の 手 形 や 名 前 を 入 れ ても
OK！手ぶらで参加できるお気軽
ワークショップ♡
場 所：こどもっとぱーく<2F>
対 象：ママ＆ベビー
参加費：500円（税込）
先 生：温もりの手描きのお店〜miki〜
持ち物：特になし

080-4645-6689

ピースマムから
子育てに便利な情報をおとどけ

手形や名前入りで世界に1つのオリジナルバッグを作ろう！

ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

080-4645-6689

お好きなペーパーを選んで鯉
のぼり型フォトブックを作りま
す。使い放題のデコ素材もご用
意してお待ちしております♪
(女の子向きペーパーもありますよ)

受付時間 /AM 9:00 ～ PM 5:00
（平日）

5月28日（火）

ごほうびサロン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）

鯉のぼりフォトブック作り♪

TEL: 080-4645-6689

5月16日（木）

メンバー 募集
ママが知りたい
情報がここに！

子どもの
おけいこ情報

子連れOKの
飲食店

滋賀県の
イベント情報

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♪

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！

LINE
開く

友だち
追加

QR
コード

QRを
友達追加
読み取る
OK

受付時間 /AM 9:00 ～ PM 5:00
（平日）

ごほうびサロンとは

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。

ピースマム × フォレオ のコラボイベント
参加費500円
少人数制
見学自由

お子さん連れOK

抱っこ紐を必ずお持ちください。

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。

ご予約・お申込みは

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。

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。

TEL.080-4645-6689

主催：

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

TEL.0748-37-1775

ごほうびサロンの
予約状況は
webをチェック！

大人気の“ごろんフォト撮影会”が毎月開催中！

ごろんフォト撮影会
4月1日（月）
「 ごろんフォト撮影会」が
開催されました。葉っぱの上にごろん
♪と寝転ぶと、ニコニコの虫さんや太
陽や雲とならんでまるで絵本の世界
に入ったような写真が撮れました！
５月の開催は表面をチェックしてね♪
ママのカメラで
かわいく
撮ってね！

子育て総合支援センター

ゆめっこ

お役立ち情報

『こども はる フェスタ』〜親子で一緒に楽しもう！〜

図書館情報
※月によって開催日等が変更になる
場合があります。

日時：2019 年 4 月 29 日（月・祝） 9：00〜16：30
会場：子育て総合支援センター「ゆめっこ」
ご家族
☆親子で楽しむ春のワクワク小道
★つくってあそぼう
☆親子でぎゅ！おんぶにだっこ
★親子で食育
☆市民団体企画のあそびコーナー
★ふれあい・おはなしタイムなど、
手作りの親子あそびが満載

第３
金曜日

あそび 皆さんで
に来て
ね！

5/2

（木・祝）

5/3

（金・祝）

5/5

（日・祝）

串田アキラ ミニライブ＆ＣＤ即売会

①13：00〜 ②15：00〜／センターコート＜B1F＞
※詳しくはホームページまたは館内イベントカレンダー
にてご確認ください。

フォレオ手作りマーケット（雨天決行・荒天中止）
10：00〜15：00／中央入口 屋外特設会場＜1F＞
屋外広場＆軒下を利用した全天候型イベントです♪

石野真子 ライブ

①13：00〜 ②16：00〜／センターコート＜B1F＞
※詳しくはホームページまたは館内イベントカレンダー
にてご確認ください。

おはなし会

第2
土曜日

10:30~

第4
土曜日

11:00 ~11:30 大津市立図書館本館

第4
日曜日

フォレオのイベント
ロディとあそぼう！Let's play with RODY!

11:00 ~11:30 滋賀県立図書館

第 2 金曜日 11:00 ~11:20 大津市立図書館本館
第 4 日曜日 よちよちクラブ（0 歳〜 3 歳対象）

お問い合せ／子育て総合支援センター「ゆめっこ」 TEL：077-528-2525

4/27（土） ①10：00〜13：00 ②14：00〜17：00/こどもっとぱーく＜2F＞
〜
ぬり絵や輪投げコーナーが登場！グリーティングも開催します♪
5/6（月・振休） ※詳しくはホームページまたは館内イベントカレンダーにてご確認ください。

ピースマム
インスタでかわいい
写真を公開！

大津市立図書館本館

子ども映画会
おはなしの時間

14:00 ~14:30 大津市立図書館本館

外国絵本の読み聞かせ

毎月最終土曜日は
『ファミリー感謝デー！』

5/11

（土）

おはなし探検隊
①13：30〜 ②15：00〜／こどもっとぱーく＜2F＞

ミニＳＬに乗ろう！

5/11（土） 10：00〜17：00 （12：00〜13：00休憩）
5/12（日） 中央入口外側＜1F＞

※雨天時は会場を「2F新幹線テラス前」に変更いたします。

フォレオ大津一里山マンスリーイベント

参加無料

ウルトラヒーロー握手撮影会
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！5月は「ウルトラマンビクトリーナイト」
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。

看護の日イベント

（水）

［日時］5/25（土） ＜各回先着100名様＞
12：00〜15：00／センターコート＜B1F＞
①11：00〜 ②13：00〜 ③15：00〜
AED体験や血管年齢・骨密度測定コーナーなど
ご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。 ［場所］2F ユニクロ前

5/18

おもちゃ病院

5/15

（土）

11：00〜15：00（受付14：30まで）／コミュニティルーム＜B1F＞

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 フォレオ大津一里山 。お買い物に便利なベ
ビーカーの貸し出しや、赤ちゃん連れのお客様にも安心の授乳室・おむつ交換ができるトイレなども完備されていま
す。毎日のお買い物からファッション、インテリア、スポーツまで幅広いニーズにお応えします。

☆ ★ ☆ FOLEO 特典祭 ☆ ★ ☆
各ショップにて当日限りの特典をご用意！

店頭に「ファミリー感謝デー」のPOPがあるお店が対象です。

