
未就学児とその家族 月・木曜日 10時~

どなたでも
6/13・27(月) ：大富公民館
6/1・15(水) ：長瀞公民館

15時~17時

0才児~未就学児の親子 火曜日 10時40分~11時30分

ぎゅっと
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日 月 火 水 木 金 土

1
▲おひさまサロン
※詳細は裏面

▲ファミ・サポ活動
伝え隊

※詳細は裏面

〇あそびあカーが
やってくる！

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

5 6
★身長体重測定

◇あそびあひろば

7
★けやきひろば
「中山さんの
折り紙教室」
※詳細は裏面

●◎
すくすくサロン

8

休館日

9
●◎
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
「パパサロン」
※詳細は裏面

12 13
◇あそびあひろば

▼あそびあカーが
やってくる！

14
★けやきひろば
「風の塔であそぼう」

●すくすくサロン

15
▲おひさまサロン

〇あそびあカーが
やってくる！

16
●ぐんぐんサロン

◇あそびあひろば

17
●わくわくサロン

18

19 20
◇あそびあひろば

21
★けやきひろば
「ごっこあそび」

●すくすくサロン

◎ｵﾝﾗｲﾝ育児講座
「歯のはなし」

22
▼おひさまサロン

23
◇あそびあひろば

◎ｵﾝﾗｲﾝ育児講座
「歯のはなし」

24
●わくわくサロン

25
●どようびサロン
「高齢出産サロン」
※詳細は裏面

26 27
◇あそびあひろば

▼あそびあカーが
やってくる！

28
★けやきひろば
「坂道コロコロ」

●すくすくサロン

29 30
●ぐんぐんサロン

◇あそびあひろば

※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。

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・4
土曜日

※ゆうぎしつで開催する上記サロンは全て東根市民限定・予約制・定員10名程度となります。
※サロン開催中は、サロン参加者以外のゆうぎしつ利用はできませんのでご了承ください。

東根市内にお住まい、または
東根市内にお勤めの

0才児~未就学児の家族
どなたでも

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 ●ゆうぎしつ ◇あそびあランド

▲神町公民館 ▼大富公民館 〇長瀞公民館

◎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臨時号

より利用対象・開館時間が以下のように変更になります。

・けやきホール・・・開館時間：月曜日～日曜日の9時～12時、13時30分～18時

・子育て支援センター（ゆうぎしつ）・・・混雑状況により、人数・利用時間等を制限する場合あり
・あそびあランド・・・利用対象：山形県内にお住まいの方

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ＨＰでご確認ください。また、今後の感染状況によっては変更となる場合が

ありますので、ご理解ご協力をお願いします。

6月1日

https://4.bp.blogspot.com/-NKCvMQL4E2U/U57C6kO2edI/AAAAAAAAhes/Yj2pUCgZpvw/s800/akachan_haihai.png
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
https://3.bp.blogspot.com/-ddTjHiYjIjI/UgSMOOCKHeI/AAAAAAAAW-4/QrU2gpketvQ/s800/fruit_cherry.png
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日 に ち 月曜日・・・6月6日・13日・20日・27日

木曜日・・・6月2日・9日・16日・23日・30日

時 間 10時～

場 所 ひがしねあそびあランド センター付近やプレイパーク

対 象 山形県在住の未就学児とその家族

持 ち 物 着替えなど各自必要なもの

内 容 梅雨の時期に入りますが、子どもたちのやりたい！という気持

ちは変わりません！生き物探しや水遊びなどやりたい事をの

びのびやってみよう～！！着替えと遊び道具を持ってきてね。

問合せ：ひがしねあそびあランド ☎0237-43-5551

日 時 6月7日(火) 10時40分～11時30分

場 所 けやきホール

内 容 折り紙の中山さんと一緒に折り紙で遊ぼう。

今回は「さくらんぼ」。東根市の特産品を折って楽しもう。

問合せ：タントクルセンターけやきホール ☎0237-43-0733

おひさまサロンは、子どもたちの「やってみたい」気持ちを大切に、見守りな

がら親同士も交流を深め地域の中に居場所づくりをしていきたいと思ってい

ます。

毎月第1・3水曜日に神町公民館または若木山公園で、第4水曜日は大富公

民館または公民館前広場にて開催します。お天気の良い日はお外で遊びま

すので、飲み物やタオル、着替えなどを持ってきてね♡

子ども達のあそびをみんなで見守りながらおしゃべりしましょう♪

日にち・場所 6月1日(水) ・15日(水) ・・・神町公民館または若木山公園

6月22日(水) ・・・大富公民館または公民館前広場

時 間 10時～11時30分

対 象 東根市在住または在勤の0才～未就学児の家族

定 員 15組程度

どようびサロンは毎回テーマを変えて開催します。

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♪

「歯がはえてきたけど、いつから歯磨きすればいい？」「歯磨きを嫌がる…」

などお困りのことはありませんか？歯科衛生士の方から話を聞きます。

ZOOMを使用してオンラインでの開催です。

日にち・対象 6月21日(火) ・・・東根市在住の1才～未就園児の親子

6月23日(木) ・・・東根市在住の0～12ヵ月児の親子

時 間 11時～11時30分

定 員 なし

参 加 費 無料

申込期間 6月3日(金）～6月15日（水）

申込方法 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

Instagram

クリエイトひがしねのInstagramをはじめました。

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出来ます！

右のQRコードを読み取りフォローしてね。

5月20日より対面でのサロンを再開しました。引き続き感染症対策を徹底し

ながら開催します。

ふれあいあそび、赤ちゃんの育ちに必要なことをスタッフよりお話しするミニ

講座、絵本の時間、ママ同士の情報交換を行います。誰かとお話ししたい

なと思っているママやパパ、気軽に参加してくださいね♪

日にち・対象 〇すくすくサロン（東根市在住の0~4ヵ月児の親子）

火曜日：6月7日・14日・21日・28日

〇わくわくサロン（東根市在住の5~8ヵ月児の親子）

金曜日：6月3日・10日・17日・24日

〇ぐんぐんサロン（東根市在住の9~12ヵ月児の親子）

木曜日： 6月2日・9日・16日・30日

時 間 10時～11時

場 所 ゆうぎしつ

定 員 各回5組程度

※6月7日(火) ・9 (木) ・10 (金)はオンラインサロンも同時開催します。

問合せ：東根市子育て支援センター ☎0237-43-0731

1回目 2回目

サロン名 パパサロン 高齢出産サロン

日時 6月11日（土）10時～11時 6月25日（土）10時～11時

場所
ひがしねあそびあランド

管理棟2階
ゆうぎしつ

対象 東根市在住の0～2才11ヵ月児の親子

定員 10名

内容 パパ同士「他のパパはどん
なふうに子育てに関わって
いるのかな？」「どんなふう
にママと協力し合っている
のかな」など、情報交換をし
ます。

「高齢出産だからこそ！子
育てしている中で良かった
ことって何？」「高齢出産っ
てこんなことが困るよね！」
など、同じ立場のママ同士
でおしゃべりをします。

ファミリー・サポート・センターは地域で子育てのお手伝いをしたい人（協力

会員）と、子育てのお手伝いをしてほしい人（利用会員）が会員になり、地域

の中で助け合いながら子育てをする会員組織です。

ファミ・サポはどんな時に利用できるの？協力会員ってどんなことをするの？

など、ファミ・サポアドバイザーや協力会員に直接会ってお話ししてみません

か。利用したい方も協力したい方もご参加ください。

日時・場所 6月1日(水) 10時～11時30分 神町公民館または若木山公園

内 容 ファミ・サポのアドバイザーと協力会員がおひさまサロンに出

向きます。その場で会員登録(無料)もできます。

登録希望の方は印鑑をご持参ください。 (所要時間30分)

問合せ：東根市ファミリー・サポート・センター ☎0237-43-0731


