
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

身体測定 こころの相談 ＮＰ講座 ことばの相談 壁面製作

9:00～15:00 10:00～12:00 9：30～11：30 10:00～15:00 10:00～11:00

6 7 8 9 10 11 12
おともだちいっぱい こころの相談 子育てのヒントの ＮＰ講座 栄養相談

10:00～11:00 10:00～15:00 おはなし 9：30～11：30 10:00～15:00

10:00～11:00

13 14 15 16 17 18 19
運動会ごっこ 身体測定 働きたいママの ＮＰ講座

9:30～10:30 9:00～15:00 就活応援講座 9：30～11：30

10:00～11:00

20 21 22 23 24 25 26
ことばの ＮＰ講座 キッズ

発達講座 9：30～11：30 スキンシップ

10:00～11:00 タイム

ことばの相談 10:00～11:00

13:00～15:00

27 28 29 30 31
アレルギー食 こころの相談 カレンダー作り 看護師講話

講座 13：00～15：00 10:00～11:00 10:00～11:00

10:00～11:00

         ≪たんぽぽ育児相談≫

   育児についての相談や、身長、体重測定、
　　　 栄養、歯科相談を実施しています。

        ＊日時　10月23日（水）
        ＊時間　13：30～14：30（受付）
        ＊対象　就学前の子どもと親
        ＊場所　南部保健センター２Ｆ
        ＊予約　不要

　　　　問合せ先：南部保健センター
　　　　　℡　０９９－２６８－２３１５
　

キッズスキンシップタイム

　　　　　　　10月28日(月）
食物アレルギーについてのお話です。

　　　　　　　10月25日(金）

　　　*2歳…10組　　*3歳…10組

働きたいママの就活応援講座

  ＊対象　就学前の子どもと家族
  ＊予約　要予約10組(抽選・締切10/24）

ママと赤ちゃんのはじめて講座10月14日(月）

   ＊時間　9：30～10：30

 誕生会
9：15～9：45
（カード作り）

10：00～誕生会
 ハーフ

 バースデー
14：15～14：45

　　　　　　　10月31日(木）
病気の時のホームケアについてのお話です。

（メール・ＦＡＸ不可）
　 ＊予約　かけっこのみ要予約（先着・締切10/10）

　 ＊予約　要予約 10組(先着）

11月5日、12日、19日、26日

   ＊時間　9:30～11:30

ことばの発達講座

子育てのお話をしませんか？

Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp
E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00

　　　　　10/ 1 から受付を開始いたします。

お子さんと一緒にリフレッシュしましょう。

   ＊対象　2～3歳の子どもと家族

   ＊対象　就学前の子どもと家族

運動会ごっこ

10月7日（月）

　 ＊予約　要予約15組（抽選・締切9/30）

10月
   ＊対象　1～4ヶ月の子どもと親

Fax  099-266-6502

みんなで集まっておしゃべりしましょう。

講　座

リラックスした雰囲気の中で

　　　*０～１歳　 ハイハイコース…7組
　　　　　　　　かけっこコース…7組

   ＊対象　2ヶ月～5ヶ月の子ども(第1子)と母親

   ＊対象　就学前の子どもと家族

   ＊時間　10:00～11:00

※10月の講座は10月1日より受付をします。申込は開館時間内にお願いいたします。

  ＊時間　10:00～11:00

かけっこ、玉入れ、運動会気分を楽しみましょう！

   ＊時間　10：00～11:00

　 ＊予約　要予約10組（抽選・締切10/18）

   ＊予約　要予約15組（抽選・締切10/14）

　

　　　　　　　10月21日（月）

看護師講話

  ＊対象　就学前の子どもの家族

全4回　毎週火曜日

講　　座

  ＊予約　要予約15人(抽選・締切10/21）

　 ＊予約　要予約12人（抽選・締切10/9）

イベント

アレルギー食講座

  ＊時間　10:00～11:00

ハローワークの方がお話をしてくださいます。

   ＊対象　就学前の子どもの母親

　　　　　　　10月16日（水）

   ＊時間　10:00～11:00

おともだちいっぱい

   ＊時間　10:00～11:00

南部保健センターからの

お知らせです。

http://www.tanikkorin.jp/
mailto:tanikkorin@kagoshima-swc.jp


日にち 時間 参加費 申込み

ｔ

たにっこりんのつぶやき 看護師さんのおはなし

託児室でお預かり中、おままごと
で遊んでいた２歳の男の子。
イチゴをフォークに刺して
「あむ！」と食べさせてくれまし
た。お人形だけでなく、車や
トーマス、棚のマークのヒヨコや
ゾウにも「あむ！」とごちそうを
食べさせてくれました。みんなで
食べるとおいしいね。楽しいおま
まごとのほっこりする一場面で
した。

　　　丈夫な骨のつくりかた

①牛乳やチーズ、小魚など、食事か
らカルシウムをとること
②運動で骨に刺激を与えること
③カルシウムを取り込むためにビタ
ミンＤが体内に十分あること

ビタミンＤの多くは、太陽光を浴びる
ことで生成されます。カルシウムを
十分にとり、外で元気に遊ぶことで
強くて丈夫な骨が作られます。

前からも後ろからも読める不思
議な絵本。電車がトンネルをぬけ
ると、素敵な景色が広がってい
ます。たくさんの自然に囲まれ
て、季節の移ろいを感じる一冊
をどうぞ。

出版社/　ひさかたチャイルド

11:00 13:00

『でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう』

無料就学前の子どもと家族
9:00～10:30

お財布の配布は
10：00まで

１７日（日） 10:00～11:00

おしらせとおねがい

　作/　間瀬　なおかた

イベント・講座

１4日（木） 10:00～11:10

お店屋さんごっこ

無料

要予約１0人
抽選締切１１/１4無料10:00～11:0021日（木）離乳食講座（初期）

就学前の子どもと家族

※申込みは１１月１日から受付ます。

交通安全教室

材料費
400円

対象

25日（月） 不要

11月の予定

アロマでリラックス

0歳の子どもの親

20日（水） 10:00～11:00 先着15組

要予約10人
抽選締切11/7
（受付１０/24～）

要予約10組
抽選締切１１/10

パパ講座
～赤ちゃんとスキンシップタイム～

無料

就学前の子どもの母親

0歳の子どもと父親

21日(月）

10:00

8日(火）

10:00

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約

13:00 14:00

原則毎日 1時間（予約不要）

29日(火）

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口

11日(金）栄養相談
※要予約

4日(金） 14:00

14:00

10:00

14:00

おすすめ絵本

11:00 13:00

13:00

10月の相談

こころの相談
(子どもの情緒・子育て

不安など）
※要予約

2日(水）

10:00

14:00

13:00

11:00

11:00

利用者支援事業(育ちの相談窓口）……子育てをしながら「子育ての情報って

どこでもらえるのかな？」「どこで、誰に相談したらいいのかな？」などの悩みを

気軽にお尋ねいただけるよう、子育てに関する相談や情報提供の窓口を設けて

います。いつでもお気軽にご相談ください。

★「たにっこりん」までの交通アクセス★

・鹿児島交通バス⑪・㉑・㉙番線など、南高校前バス停より徒歩7分

・あいばす（谷山、谷山北部、谷山南部）南部親子つどいの広場バス停下車すぐ

・ＪＲ慈眼寺駅より徒歩１１分（９００ｍ） ・ＪＲ谷山駅より徒歩２３分（１．９ｋｍ）

*利用証はりぼんかん、なかまっち、なかよしの、いしきららの5施設共通です。来館の際はご

提示ください。（利用証作成の際は運転免許証、健康保険証など公的機関が発行した身分証

明等が必要ですのでご持参ください。）

*メール、Faxで講座、イベント申込みをされる場合は、講座名、利用証番号、参加保護者名、子

どもさんの名前、年齢、住所、電話番号、託児（託児のある講座のみ）の有無を記入し、期日ま

でにお申し込みください。抽選講座の場合は参加決定の方のみ、電話かはがきにて連絡致し

ます。 ※利用証をお持ちでない方は、その旨をお書きください。

※たにっこりんは親子で遊ぶ施設です。お子さまが安全に過ごせるようにご協力をお願いい

たします。


