
テーマ 会場 協賛 募集組数実施日
20代からの家づくり ＰＩＰＯの教室 未来創建 5組 2008.3.28
モデルハウスでお菓子作り やまぜんホームズ展示場 やまぜんホームズ 4組 2008.7.1
ショールームで手作りせっけん 朝日建設きらり館 朝日建設 5組 2008.9.11
新築住宅を拝見 新築住宅 友紀建築工房 2組 2009.1.26
ブラックフォーマル専門店で洋服選び ブティック ミツワ ブティック ミツワ 2組 2009.12.24
新規開院の産婦人科見学（全６回） グリーンベルクリニック グリーンベルクリニック 計7組 2009.7～12

高齢者擬似体験＆福祉車両試乗
トヨタカローラ名古屋 　日
進竹の山店

トヨタカローラ名古屋 2組 2009.10.7

サーカスの動物に触っちゃおう
木下大サーカス名古屋公
演会場

木下大サーカス 1組 2010.3.24

ひと足早く新作衣装で七五三撮影体験 アニバーサルスタジオ アニバーサルスタジオ 1組 2010.4.10
ドクトルハウスを見学 ネイブレインモデルハウス ネイブレイン 2組 2010.9.24
モデルハウス体験 トヨタホーム　丸山展示場 トヨタホーム　丸山展示場 1組 2011.7.1他
ぐっすり屋レポーター Ｔ-ＦＡＣＥ　Ａ館7階 ぐっすり屋 1組 2012.4.21

テーマ 会場 協賛 参加組数 実施日

毎月恒例「お誕生会」 ＰＩＰＯの教室

ネスレニュートリション、お菓
子の城、アクア・トトぎふ、リト
ルワールド、アニバーサルス
タジオ、ブティックミツワ、美容
室ハートオブレオ、やまぜん
ホームズ、七田チャイルドアカ
デミー、ＴＫＮ豊田建築ネット
ワーク、MOVIX三好

190組 2009.7～毎月月末

2011年度大お誕生会 GAZA 2011.9.1
2012.6月お誕生日の会 GAZA2階セントラルコート 2012.6.1
2012.9月お誕生日の会 GAZA2階セントラルコート 23組 2012.9.27
第1回ママフリマ 豊田市駅前ＧＡＺＡ南広場 ＧＡＺＡ 2010.10.25
第2回ママフリマ 豊田市駅前ＧＡＺＡ南広場 ＧＡＺＡ 2011.4.27
第3回ママフリマ 豊田市駅前ＧＡＺＡ南広場 ＧＡＺＡ 2011.11.2
きものフリマ 豊田産業文化センター 2012.3.10
2012年第1回～6回ママフリマ 豊田市駅前ＧＡＺＡ南広場 ＧＡＺＡ 計125組 2012.3～6.10.11月

2012年第1回.3回ぴぽcafé会
朝日建設インターデコハウ
スショールーム

計12組 2012.10.16＆23

2012年第2回.4回ぴぽcafé会
やまぜんホームズモデル
ハウス

計9組 2012.10.19＆26

2012年第5回～6回ぴぽcafé 豊田市福祉センター 計37組 2012.12　2013.1
2012.12月お誕生日の会 GAZA2階セントラルコート 22組 2012.12.25

テーマ 会場 協賛 参加数 実施日
おにぎり持ってピクニック 鞍ケ池公園 12組 2008.6.18
クリスマス会 ＧＡＺＡビル特設会場 ＧＡＺＡ 54組 2008.12.5
第１回お花見会 鞍ケ池公園 68名 2009.3.30

第２回お花見会 鞍ケ池公園
ＧＡＺＡ、太啓建設、ノーブル、
ロックワークス

136名 2010.3.30

テーマ 会場 協力 参加数 実施日
保険の話 ＰＩＰＯの教室 アフラック ７組 2009.1.29
幸せモテ顔メイクレッスン 太啓建設ショールーム 太啓建設 113名 2009.12.7＆8
学資保険の話 ＰＩＰＯの教室 アフラック 5組 2010.2.2
内科医井上先生のすくすく子育てセミナー 豊田産業文化センター 井上医院井上裕康院長 55名 2010.6.20

学資保険の話
やまぜんホームズモデル
ハウス

アフラック 5組 2011.2.3

乳がんセミナー 太啓建設ショールーム 太啓建設 2011.3.2
緊急セミナー「子どもの応急処置とサバイ
バル術」

豊田産業文化センター 2011.4.7

ワークライフバランスセミナー 豊田市福祉センター 2012.1.28
学資保険の話 ＰＩＰＯの教室 アフラック 5組 2012.2.6
学資保険の話 ＰＩＰＯの教室 アフラック 5組 2012.3.5
学資保険の話 ＰＩＰＯの教室 アフラック 5組 2012.4.2
第一回　30代から知っておきたい相続基本
のき

豊田市福祉センター 司法書士 2012.4.21

第二回　大切な人への思いをつなげる「遺
言・贈与」の手続きと税金

豊田市福祉センター 税理士 2012.4.26

子育て応援セミナー 豊田産業文化センター 心理学研究所　八田　入覚氏 2012.5.6
制電装置「マック・ワン」説明会 豊田市福祉センター 朝日建設　株式会社 2012.5.12

ＰＩＰＯメンバーズ・ママンクラブ活動実績
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勉強会
第三回　元気なうちにしておきたい「財産
管理等の委任契約」と「任意後見制度」の
活用法

豊田市福祉センター 司法書士 2012.5.18

第四回　女性限定　奥様のための知っ
得！納得！相続とは

豊田市福祉センター 司法書士 2012.5.23

賢いママのためのマネー講座 豊田市福祉センター ファイナンシャルプランナー 2012.6.23
ママのためのマネー講座 豊田市福祉センター ファイナンシャルプランナー 6組 2012.11.4
相続相談会 豊田市福祉センター 司法書士 2012.12.14～15

テーマ 会場 協力 参加数 実施日
味噌蔵見学会 野田味噌商店（桝塚味噌） 野田味噌商店 22組 2010.10.6

内容 クライアント 関係企業

建築相談会のお知らせ
TKN（豊田建築ネットワー
ク）

住宅・建築会社

完成見学会イベント告知 株式会社ほるくす 住宅・建築会社
ほっとママシネマのお知らせ MOVIX三好 娯楽施設
生活クラブ1,000円お試し新規入会キャン
ペーン

生活クラブ 食材宅配会社

新サービス開始のお知らせ ひまわりネットワーク インターネットサービス業
家づくり無料講座 リクルート　sumoカウンター 住宅・建築会社
住まいづくりイベント告知 トヨタホーム丸山展示場 住宅・建築会社
七五三キャンペーン ハラダ写真館 写真館
夏休みお子様イベント GAZA 商業施設
バンパーのキズ直しキャンペーン ヤリミズ自動車 自動車会社
クリスマスイベント開催 オカザキホーム 住宅・建築会社

見学会

企業PR（メルマガ配信）


