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ママ とキッズ のイベント情報

Mom and Kids Event Calendar

5月13日（月） 10:30 ~11:30

5月17日（金） 10:30 ~11:30
ごろんフォト撮影会

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）

ポーセラーツでミニ皿作り

子どもの成長を写真に残そう！ごろんと寝転べば
まるで絵本の世界に♪ママのスマホやデジカメ
で自由に撮影することができます。
※撮影時間約5分。写真のプリントアウトはいた
しませんので、必ずカメラなどをお持ちください。

真っ白な磁器をキャンバスにして、
お好みのデザ
インの中から自由に選んで、世界にひとつのミ
ニ皿を作ります。※作品のお渡しは約1週間後。
講師自宅教室（近江八幡）
まで引きとりにお越し
いただくか、
配送
（有料）
でお渡しします。

場 所：木育ひろば＜4F 子ども・ベビーフロア＞
対 象： ママ＆ベビー
参加費： 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、
カメラ

場 所：木育ひろば＜4F 子ども・ベビーフロア＞
対 象： ママ（お子さん連れＯＫ）
参加費： 500円（税込）
先 生： kea laule'a 小森 有佳子
持ち物： 特になし

5月21日（火） 10:30 ~12:00

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23日（木） 10:30 ~11:30
手形足形アートで
カエルとてるてるぼうずを作ろう！

ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

TEL：080-4645-6689

成長の記録にぴったりの手形足形アート。
今回は、可愛いカエルとてるてるぼうずのモ
チーフをつくります！

お好きなリボンでキーホルダーを作ります。
タッ
セルやチャームもお選びいただけます！自分だ
けのお気に入りキーホルダーを作りませんか？

場 所：木育ひろば＜4F 子ども・ベビーフロア＞
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：木育ひろば＜4F 子ども・ベビーフロア＞
対 象： ママ（お子さん連れOK）
参加費： 500円（税込）
先 生： chou chou 藤原友希
持ち物： 特になし

受付時間／ AM 9:00 ～ PM 5:00（平日）

オリジナル
ハーバリウム作り
瓶のオイルの中にお好みのドライフラワーを詰
めてオリジナルのハーバリウムを作ります。透明
感とナチュラルな雰囲気を楽しもう！

TEL：080-4645-6689

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27日（月） 10:30 ~11:30

ごほうびサロン専用ご予約ダイヤル

リボンタッセル
キーホルダーを作ろう！

場 所：木育ひろば＜4F 子ども・ベビーフロア＞
対 象： ママ（お子さん連れOK）
参加費： 500円（税込）
先 生： salida 森 千鳥
持ち物： 特になし

ピースマムから子育てに便利な情報をおとどけ
メンバー 募集
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
読み取る

友達追加
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 × 近鉄百貨店草津店 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！

×
近鉄百貨店草津店
子どものフロア

イメージキャラクター大募集！
募集内容

近鉄百貨店草津店では、4階ベビー・こど
もフロアのイメージキャラクターのデザ
インを地域のお子さまより募集していま
す。応募いただいた作品の中から1点の
原画をもとに、滋賀県在住の絵本作家は
やしますみさんにより、キャラクターに
仕上げていただきます！
琵琶湖 や 身近な自然・生き物 など
「滋賀」をイメージしながら、自由にキャ

■応募対象／滋賀県に在住・通園通学の4歳〜小学4年生

【対
象】 滋賀県に在住・通園通学の4歳〜小学4年生 【募集期間】 2019年4月3日(水)〜5月29日
（水）
まで
【選
考】 最優秀賞（1名）、佳作（5名）ほか ※副賞をご用意しています。
【応募内容】 ①キャラクターデザイン
②キャラクターの説明（どういったものをイメージして作成したのか、など）
【画材について】 カラーペン・色鉛筆・クレヨン・水彩絵具・ポスターカラー等
【応募方法】 専用の応募用紙またはＡ4サイズの用紙に必要事項をご記入の上、下記のいづれかの方法でご応募く
ださい。
①近鉄百貨店草津店2階正面入口に設置の応募箱への投函（専用の応募用紙のみ受付）
②郵送での応募（下記の住所へ封書にて郵送してください）
■郵送先／〒523-0898

ラクターを描いてください。動物や人間

近江八幡市鷹飼町南1丁目3-11

有限会社ウエスト ピースマム事務局

など、モチーフは特定しません。

「近鉄百貨店草津店 イメージキャラクター応募受付係」

たくさんのご応募お待ちしています！

詳しくは
こちらへ♪

https://www.peace-mom.net/k932character

《お問合わせ》有限会社ウエスト ピースマムプロジェクト TEL.0748-37-1775 mail: contact@peace-mom.net

主催／近鉄百貨店草津店、子育て情報誌「ピースマム」

0 歳から 24 ヶ月までのお子さんとご家族のための
新しい「木育ひろば」が誕生！
少しでもお子様に木に触れていただきたい、

ママやパパと安心して過ごしていただきたい…

人工芝の上に、
滋賀県産の木で作った
オブジェが並びます。

オブジェはお子様が
くぐったり、登ったりでき
木の感覚を体験する
ことができます。

そんな思いから開放感のある

木育ひろばを作りました。
豊かな感性や自然への親しみ、
木育＝
「木」を通して、
そして森林や環境 への理解につなげていく活動です。

お役立ち情報
草津市

子育てサークルのお出かけ情報
や活動レポートをチェック★

アプリ

乳幼児健診日を通知してくれる！
（要設定）

子育て応援

大きなオブジェは琵琶湖、
小さなオブジェは近江富士など、
滋賀に暮らす人々にとって
なじみ深いカタチとなりました。

図書館情報
土曜日

草津市立図書館
（本館）

ぽかぽかタウンサイト

▲アプリダウンロードはこちら▲

草津市子育て相談センター TEL：077-561-2339

ママとベビーが嬉しいショップとスペースが誕生した近鉄百貨店草津店。
ママと子どもがゆったり過ごせるあそび場「木育ひろば」やおむつ替え台・授乳室・
調乳専用の浄水給湯器などを完備した赤ちゃん休憩室もご用意しています。
近鉄百貨店草津店
〒525-8515
滋賀県草津市渋川1丁目1番50号
電話 (077)564-1111(代表)
http://www.d-kintetsu.co.jp/store/kusatsu/

14：30~15：00

木曜おはなしのじかん
第 2 （0・1・2 歳児対象）
木曜日 11：00~11：30

子育て中のママたちへ情報発信中 !

お問い合わせ

おはなしのじかん

（最終土除く） 草津市立図書館（本館）

妊娠中〜就学までの手続きや
助成などの子育て制度が
一覧になっていて分かりやすい！

草津市 ぽかぽかタウン

●草津市立図書館 TEL.077-565-1818
●草津市立南草津図書館 TEL.077-567-0373

近鉄草津

最終
土曜日

おはなし会

14：30~15：15
草津市立図書館
（本館）

土曜日

おはなしのじかん

14：30~15：00
（第２土除く） 草津市立南草津図書館（南館）

第2
土曜日

おはなし会

11：00~11：45
草津市立南草津図書館（南館）

木曜おはなしのじかん
第 4 （0・1・2 歳児対象）
木曜日 11：00~11：30

草津市立南草津図書館（南館）

駐 車 場 について
◆駐車場営業日・営業時間
営業日：百貨店の営業日に準じます 営業時間：5:00〜22:00
※ただし5:00〜10:00までは6階・7階・屋上のみご利用いただけます。
（5:00〜10:00はJR草津駅側のシースルーエレベーターで店外と出入りすることが可能です）
5:00〜10:00の時間は百貨店の営業時間外となりますので店内にはお入りいただけません。
ただし「街角の年金相談センター草津」営業日（月〜金（祝日除く））は8:30より5階にお入りいただけます。
■駐車料金ご優待について
◆近鉄草津駐車場（Pat近鉄百貨店草津店付属駐車場）
お買い上げ金額に応じて、駐車料金をご優待いたします。ただしご優待は百貨店の営業時間内に限ります。
駐車券は売場までお持ちくださいませ。売場係員が駐車券にご優待登録をさせていただきます。
※駐車料金のお支払いには5階エスカレーター内事前精算機をご利用くださいませ。
ただし百貨店の営業時間内に限ります。

