
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

ことばの相談 身体測定 こころの相談 壁面製作 助産師相談

10:00～15:00 9：00～15：00 13：00～15:00 10:00～11：00 10：00～12：00

8 9 10 11 12 13 14    ＊時間　9：30～11:30
栄養相談 こころの相談 助産師と ことばの相談 作業療法士の

10:00～15:00 10:00～15:00 おしゃべりタイム 10:00～15:00 発達講座

10：00～11：50 10：00～11：00                                                                                               nn  

15 16 17 18 19 20 21
月齢に合わせた 身体測定 歯科講座 こころの相談 孫育て講座

絵本・おもちゃ選び 9：00～15：00 10:00～11：00 10：00～12：00 10:00～11:00

10：00～11：00 パパママ世代の

健康づくり教室

14：30～16：00

22 23 24 25 26 27 28
クリスマス会 カレンダー作り

10:00～11：00 10:00～11：00

29 30 31

1２月
イベント

　　　　　　孫育て講座
　　クリスマスコンサート

   ＊時間　10:00～11:00 Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp    ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　就学前の子どもと家族 Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp    ＊対象　就学前の子どもと祖父母(親も可)

　　　　～お正月飾りを作ろう～
　　　１２月25日（火） 　　　　　　12月21日(土）

　　　クリスマスのお話や 　　おじいちゃん、おばあちゃんと
　　　　コンサートを楽しみましょう♪ 　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00 　　一緒に門松を作りましょう。

講　座 1月23日、30日、2月6日、13日、20日、27日
全6回　毎週木曜日

作業療法士の発達講座  　他のお母さんと知り合いになり、リラックスした雰囲気の

　 ＊予約　不要 　 ＊予約　要予約10組(抽選　締切12/14）

ＮＰ講座

   ＊対象　就学前の子どもと家族 　　　　　　12/1日から受付を開始いたします。

　 ＊予約　要予約10組（抽選　締切12/6）
　　　　　　11/29から受付を開始いたします。

１２月13日（金） 　 中で自分の子育てをみつけてみませんか？

作業療法士さんによる
２～3歳頃の遊びと発達のお話です。    ＊対象　就学前の子どもの母親

   ＊時間　10:00～11:00 　 ＊予約　要予約8人（先着）

月齢に合わせた絵本・おもちゃ選び 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

12月16日（月）
助産師さんによる

絵本やおもちゃの選び方のお話です。

歯科講座
12月18日（水）

歯医者さんによる口腔ケアや

   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　就学前の子どもと家族

　 ＊予約　要予約10組（抽選　締切12/10）

　 ＊予約　要予約10組（抽選　締切12/11）
12/29～1/3は休館となります。

※１2月の講座は１2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。

歯並びについてのお話です。
休館 休館 休館   ＊時間　10:00～11:00

   ＊対象　就学前の子どもと家族

南部保健センターから

お知らせです。

講 座

＜パパママ世代の健康づくり教室＞

12月19日（木）

管理栄養士による健康的な体型を維持する

ためのヒントや工夫の話。

子どもと一緒に食事を見直してみましょう！

＊時間 14：30～16：00

＊対象 就学前の子どもの家族

＊予約 要予約 15組（超えたら抽選）

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

ぼうしも

あるよ！
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看護師さんのおはなし

日にち 時間 対象 参加費 申込み

12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

4日(水） 13:00 14:00

10日（火） 10:00 11:00 13:00 14:00

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約

2日(月） 10:00 11:00 13:00 14:00

19日(木） 10:00 11:00

12日(木） 10:00 11:00 13:00 14:00

助産師相談※要予約 6日(金) 10:00 11:00

栄養相談
※要予約

9日(月） 10:00 11:00 13:00 14:00

助産師とおしゃべりタイム 11日(水) 10：00～11：50（当日受付10：00～11：00）
おしらせとおねがい

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口
原則毎日 1時間（予約不要）

要予約10人
抽選締切１/１0

8日(水) 無料
当日先着
各30組

たにっこりんのつぶやき

※申込みは1月4日から受付ます。

無料
要予約10人

抽選締切１/22
0歳の子どもの親

２6日(日) 無料
要予約7組

抽選締切１/19

１8日(土) 無料 未定

1月の予定
イベント・講座

お正月遊び

断乳・卒乳のお話

人形劇

パパ講座
～親子エクササイズ～

離乳食講座（中期）

①10:00～10:30
②14：30～15：00

10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:00

就学前の子どもと
家族

0～1歳半の子ども
の母親

就学前の子どもと
家族

2歳～就学前の
子どもと父親

２9日(水)

１6日(木) 無料

急性中耳炎のお話
かぜをひいたあとに気をつけたい病気です。

鼻水が耳管（鼻と耳をつなぐ管）を通って耳に流

れこみ、炎症を起こします。子どもは耳管が短く

て太いため、急性中耳炎を起こしやすくなります。

（症状）高熱、激しい耳の痛み、一時的な難聴、閉

塞感

（予防）・鼻水はこまめにとる

・鼻は強くかまない

・片方ずつやさしくかむ

繰り返しかかりやすく、滲出性中耳炎に移行しや

すいので、医療機関できちんと治療しましょう。

託児にいる弟を迎えに来

た3歳のお兄ちゃん。自分用

のかっこいいおサイフを手

に持っていたので「託児の

お支払があるもんね」とス

タッフが声をかけました。

冗談のつもりでしたが、それ

を聞いたお母さんが「足り

る？」と半分本気で心配す

る姿に、何とも言えない微

笑ましい空気が流れました。

おすすめ絵本

『 サンタおじさんのいねむり 』
作/ ルイーズ・ファチオ

訳/ 前田 三恵子 絵/ 柿本 幸造

出版社/ 偕成社

イブの夜、プレゼントを配っていたサンタおじさん。

途中で奥さんが準備してくれたお弁当を食べると

すっかり眠くなって居眠りしてしまいます。サンタお

じさんの代わりに森の動物たちが大活躍する心が

温かくなるお話です。

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気軽におしゃべりしません

か。自由に出入りＯＫ。日頃の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。
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