
   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　0歳の子どもの親
　 ＊予約　要予約10人(抽選・締切11/14)

日 月 火 水 木 金 土
1 2

壁面製作 　　＊時間　10：00～11：00
10:00～11：00 　　＊対象　就学前の子どもと家族　

3 4 5 6 7 8 9
ママと赤ちゃんの こころの相談 ことばの相談

はじめて講座 10:00～12:00 10:00～15:00

9:30～11：30                                                                                               nn  

身体測定

9:00～15：00

10 11 12 13 14 15 16
助産師と ママと赤ちゃんの こころの相談 アロマで 栄養相談

おしゃべりタイム はじめて講座 10:00～15:00 リラックス 10:00～15:00

10:00～12：00 9:30～11：30 10:00～11：10

17 18 19 20 21 22 23
パパ講座 ママと赤ちゃんの 交通安全教室 離乳食講座

赤ちゃんと はじめて講座 10:00～11：00 10:00～11:00

ｽｷﾝｼｯﾌﾟﾀｲﾑ 9:30～11：30

10:00～11：00 身体測定

9:00～15：00

24 25 26 27 28 29 30
たにっこりん ママと赤ちゃんの 助産師相談 カレンダー作り

マルシェ はじめて講座 10:00～12:00 10:00～11：00

9:00～10:30 9:30～11：30

ことばの相談

10:00～15:00

　 ＊予約　要予約10人（抽選　締切11/7）

５～6ヶ月ごろのおはなしです。

　　＊予約　不要

11月

   ＊材料費　400円

Fax  099-266-6502

   ＊対象　　就学前の子どもの母親

　 ＊予約　不要

離乳食講座（初期）
　　　　　　　11月21日(木）

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

　　＊予約　不要

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

アロマに癒されながらバスボムを作りましょう。

   ＊時間　　10:00～11:10

　11月1日（金）

　～赤ちゃんとｽｷﾝｼｯﾌﾟタイム～

　　　　　　　11月14日(木）
　　カレンダー作り
　11月29日（金）

　　＊時間　10：00～11：00

　 　　　　※10/24から受付開始

　　＊対象　就学前の子どもと家族　

　　　　　　　交通安全教室
　　　　　　　11月20日(水）
　　お散歩を楽しむときにとても大事な

　　＊時間　10:00～11:00

　　＊予約　要予約10組（抽選締切11/10）

　　　　　　アロマでリラックス

11月25日（月）
今年もお買いものを楽しんでくださいね。

たにっこりんマルシェ

　　　どんなお店が出るかお楽しみに！
　　　　※お買い物袋(紙袋）をご準備ください

   ＊時間　9:00～10:30

   ＊対象　就学前の子どもと家族

　　　　　　（財布の配布は10：00まで）

　　＊対象　0歳の子どもと父親

　　　　　　　11月17日(日）

パパ講座

　　　　赤ちゃんとゆっくりふれあう時間
　　　　を楽しみませんか？

誕生会10：00～

（カード作成9：15～）

 ハーフバースデー

14：15～14：45

こころの相談
13：00～15:00

　　交通安全のお話しです。
　　みんなで横断歩道も渡ってみましょう。
　　＊時間　10:00～11:00
　　＊対象　就学前の子どもと家族
　　＊予約　当日先着15組

　　壁面製作

　

※１１月の講座は１１月1日より受付をします。

講 座イベント

講 座

＜ママパパ学級＞

＊日時：12月3日（火）・10日（火）・15日（日）

の3回コース

13：30～16：00（受付13：15～）

＊対象：鹿児島市にお住いの現在初めての

お子さんを妊娠中の方、その家族

＊申込方法：電話か保健センターに直接来所

＊受講料：無料

＊場所：南部保健センター

＊持ってくる物：母子健康手帳、筆記道具

＊内容：友達作り、出産・育児について（沐浴等）

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

南部保健センターから

お知らせです。

サンタを

作るよ！

クリスマスサンタと

ツリーを作るよ！

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


日にち 時間 参加費 申込み

11:00

10:00

10:00

おしらせとおねがい

不要無料

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口
原則毎日

11月の相談

13:00

14:00

10:00

こころの相談
(子どもの情緒・子育て不

安など）
※要予約

14:00

13:00 14:00

11:00

栄養相談
※要予約

11:00 13:0015日(金）

26日(火）

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約

13:00

就学前の子どもと家族

就学前の子どもと家族

就学前の子どもと祖父母
（親も可）

無料

1２月の予定
対象

1時間（予約不要）

10:00 11:00

要予約10組
抽選締切12/11

16日（月） 10:00～11:00

就学前の子どもと家族

作業療法士の発達講座

クリスマスコンサート 25日（水）

18日（水） 10:00～11:00

要予約10組
抽選締切12/14

孫育て講座
～お正月飾りを作ろう～

歯科講座

13日（金） 10:00～11：00
要予約10組

抽選締切12/6
（受付11/29～）

要予約10組
抽選締切12/10

イベント・講座

10:00～11:0021日（土）

就学前の子どもと家族10：00～11：00

無料

※申込みは1２月１日から受付ます。

月齢に合わせた
絵本・おもちゃ選び

無料

無料

11:00

助産師とおしゃべりタイム 11日(月)

22日(金）

助産師相談※要予約

10:00

13日（水）

10:00

6日(水）

8日(金）

27日(水)

10：00～11：50（予約不要）

14:0013:00

14:00

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？」「誰に、どこ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。

助産師とおしゃべりタイム…ママパパルームにて助産師とママたちで気軽におしゃ

べりしませんか。自由に出入りＯＫ。日頃のちょっとした迷いや悩みを少しでも軽くしま

しょう。

*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。

★「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）

看護師さんのおはなしたにっこりんのつぶやき

イベントでお絵描きをした

時の出来事です。アンパン

マンの塗り絵をもらった2歳

の女の子。とってもきれいに

塗り終えると、畳の上をトコ

トコと歩かせて連れて帰っ

ていました！色を塗って元

気100倍になったアンパンマ

ン。一緒に帰って行く姿にス

タッフも思わず笑顔になり

ました♪

インフルエンザ予防接種

症状：急激に40度前後の高熱が出て悪寒、頭痛、のどの痛

み、せき、鼻水、筋肉や関節の痛み、吐き気、下痢などが

現れる。普通のかぜよりも症状が重い。ワクチンは接種後、

体に抵抗ができるまで2週間かかります。子どもは原則2

回接種。今年は、全国的に流行が始まっています。

人混みへの外出は極力控え、外出後、手洗い、うがいの

励行、室内の湿度管理、十分な休養とバランスのとれた

栄養摂取に努め、本格的に流行する12月に入る前までに

はワクチン接種を完了しておきましょう。

おすすめ絵本

『 いろいろ ごはん 』

作/ 山岡 ひかる

出版社/ くもん出版

ほかほかふっくらごはんが、おにぎり、おすし、

チャーハン、次々に変身！

みんなはどのご飯が好きかな？

食欲の秋にピッタリな、おいしいご飯が食べた

くなる一冊です。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571119899/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZWhvbm5hdmkubmV0L2Vob24wMC5hc3A_bm89MTQ3ODY-/RS=^ADBO_SVUSJktgFaWrGVhxa6bU2O9_U-;_ylt=A2RiouabEaRdim4ACWOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571119899/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZWhvbm5hdmkubmV0L2Vob24wMC5hc3A_bm89MTQ3ODY-/RS=^ADBO_SVUSJktgFaWrGVhxa6bU2O9_U-;_ylt=A2RiouabEaRdim4ACWOU3uV7

