
未就学児と

その家族
月・木曜日 10時~12時

どなたでも
10月~3月 土曜日

もしくは日曜日
10時~12時

0才児~未就学児の親子 火曜日 10時40分~11時30分

3才～大人の方 日曜日 10時40分~11時30分

ぎゅっと
東根市さくらんぼタントクルセンター＆あそびあランド子育て情報カレンダー Vol．206

日 月 火 水 木 金 土

1
▲おひさまサロン

▼あそびあランド
写真展~公民館巡回~

(~3月7日)

2
●ぐんぐんサロン

◇あそびあひろば
※詳細は裏面

3
●わくわくサロン

4
▲【予約制】育児講座
「ようこそ妊婦さん」

◇あそびの探検隊！
「けん玉大会」
※詳細は裏面

5
★「大型すべり台を
楽しもう」

6
★身長体重測定

◇あそびあひろば

7
★けやきひろば
「ごっこ遊び」

●すくすくサロン

□△あそびあランド
写真展~公民館巡回~

(~3月17日)

8

休館日

9

ゆうぎしつがけやき
ホールにお引越し
※詳細は裏面

☆ぐんぐんサロン

◇あそびあひろば

10
☆わくわくサロン

11
■どようびサロン
「年子兄弟サロン」

12
★「大型すべり台を
楽しもう」

13
◇あそびあひろば

14
☆◎
すくすくサロン

★けやきひろば
「坂道コロコロ」
※詳細は裏面

15
▲おひさまサロン

16

☆◎
ぐんぐんサロン

◇あそびあひろば

17
☆◎
わくわくサロン

18
■どようびサロン

「双子・三つ子サロ
ン」

◇あそびの探検隊！
「春をさがしにいこう」

19
★「大型すべり台を
楽しもう」

20 21 春分の日 22
▼おひさまサロン

23
☆ぐんぐんサロン

24
☆わくわくサロン

25

26
★「大型すべり台を
楽しもう」

27 28 29 30 31

0~4ヵ月児の親子 火曜日

10時~11時

受付開始：
9時30分

9~12ヵ月児の親子 木曜日

5~8ヵ月児の親子 金曜日

0~2才11ヵ月児の親子 第2・3土曜日

※上記サロンは全て予約制となります。
※サロン開催中は、サロン参加者以外のゆうぎしつ・けやきホール2階あかちゃんルームは利用でき
ませんのでご了承ください。

0才児~未就学児の家族
第1・3水曜日：神町公民館
第4水曜日：大富公民館

10時~
11時30分
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開催場所マーク：★けやきホール ☆けやきホール2階あかちゃんルーム ●ゆうぎしつ ■教養娯楽室 ◇あそびあランド ▲神町公民館

▼大富公民館 □東郷公民館 △高崎公民館 ◎オンライン

さくらんぼタントクルセンター

〒999-3796 山形県東根市中央1-5-1

TEL 0237-43-1155

FAX 0237-43-0732
URL http://www.tantokuru.jp

ひがしね あそびあランド

〒999-3721 山形県東根市東根乙1119-1

TEL 0237-43-5551

FAX 0237-43-5557
URL http://www.asobia.jp

＊利用対象・定員については、さくらんぼタントクルセンター・ひがしねあそびあランドの
HPをご確認ください

※状況により開催を中止することがありますので、詳細はさくらんぼタントクルセンター
またはあそびあランドのHPか電話でご確認ください。

4月1日（土）からけやきホールがリニューアルします。お楽しみに！

3月9日（木）から「ゆうぎしつ」がけやきホールにお引越しします。詳細は裏面でご確認ください。

https://4.bp.blogspot.com/-NKCvMQL4E2U/U57C6kO2edI/AAAAAAAAhes/Yj2pUCgZpvw/s800/akachan_haihai.png
https://3.bp.blogspot.com/-ddTjHiYjIjI/UgSMOOCKHeI/AAAAAAAAW-4/QrU2gpketvQ/s800/fruit_cherry.png
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日 に ち 月曜日・・・3月6日・13日

木曜日・・・3月2日・9日・16日

時 間 10時~12時

場 所 ひがしねあそびあランド センター前

持 ち 物 着替えなど各自必要なもの

内 容 いよいよ春の訪れを感じる季節になります。どんな風景が見

られるかな？どんな遊びができるかな？好きな遊びを見つ

けてみよう。遊び道具は各自で持ってきてね♫

※3月20日（月）～春休み期間のためお休み。

4月10日（月）から再開します。

日 に ち 3月4日(土) 「けん玉大会」

3月18日(土) 「春をさがしにいこう」

時 間 10時~12時

場 所 ひがしねあそびあランド プレイパーク

内 容 初めての方、小さい子も大歓迎！自分のレベルで昔あそび

のけん玉に挑戦してみない？あそびあのけん玉マスターが

コツを教えてくれるよ！君のけん玉レベルはどのくらいか、

あそびあ独自のけん玉検定にチャレンジしてみてね(*^▽^*)

問合せ：ひがしねあそびあランド ☎0237-43-5551

※イベント中撮影した写真は、情報誌やブログなどに掲載させて頂く場合がありますので
ご了承ください。

日 時 3月14日(火) 10時40分~11時30分

場 所 タントクルセンター けやきホール

内 容 けやきホールのスロープを利用してカラフルなボールを２階

から転がして遊ぼう！

問合せ：タントクルセンターけやきホール ☎0237-43-0733

LINE
QRコード

LINE Instagram 

クリエイトひがしねの公式LINE・Instagramでは、あそびあランド、けやき

ホール、子育て支援センター、ファミリー・サポート・センターの情報をいち

早くゲットできます！下記のQRコードを読み取り、友達登録・フォローして

ね。

Instagram
QRコード

場 所 けやきホール2階あかちゃんルーム

開館時間 9時～12時、13時30分～18時

対 象 0～2才11ヵ月児の親子

内 容 身長体重測定や子育て相談も行っています。気軽に遊び

にきてくださいね。

※3月9日（木）から子育てサロンの場所もけやきホール2階あかちゃん

ルームに変更になります。

どようびサロンでは交流や情報交換の他にふれあい遊び、絵本の読み聞

かせも楽しめます♪

子育て支援センター窓口またはお電話でお申し込みください。

問合せ：東根市子育て支援センター ☎0237-43-0731

ファミ・サポは子育てを手伝ってほしい人（利用会員）とお手伝いをしたい

人（協力会員）が会員となり子育てを支え合う会員組織です。健康なお

子さんの一時的なおあずかりなどをお手伝いします。おあずかりする場

所は原則協力会員の自宅ですが、市内子育て支援施設（けやきホール、

あそびあランド）でのあずかりも可能です。（※支援施設の開館状況に

よっては対応できない場合があります。）

利用するには事前に会員登録（無料）が必要です。

こんな時に利用できます。

・兄弟姉妹の学校行事・園行事のときのあずかり

・保護者や子どもの健診や通院のときのあずかり

・ママのリフレッシュの際のあずかり

・保育施設、学童保育などへの送り迎え

・習い事への送り迎え など

他にもこんな時利用できるかな、などご質問ありましたらお気軽にファミ・

サポにご相談ください。

問合せ：東根市ファミリー・サポート・センター ☎0237-43-0731

ファミ・サポの
詳細はこちら

サロン名 年子兄弟サロン 双子・三つ子サロン

日時 3月11日(土)10時～11時 3月18日(土)10時～11時

場所 タントクルセンター 教養娯楽室

対象 0～2才11ヵ月児の親子

定員 15名程度

内容 「年子の兄弟を育てるっ

て大変！？」「こんな時

どうしてる？」「年子って

こんなところがいいよ

ね」など、同じ立場のマ

マ同士おしゃべりを楽し

んでみませんか？

「双子や三つ子を育てるって

大変！？」「でも双子や三つ

子って、子どもたちが育って

いく中でこんな良さがあるよ

ね」など、同じ立場のママ同

士おしゃべりを楽しんでみま

せんか？

「ぎゅっと」はさくらんぼタントクルセンターHPに掲載しています。
こちらのQRコードからアクセスできます。
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