
   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　要予約１０組(抽選　締切1/25）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　就学前の子どもと祖父母（親も可）

5 6 7 8 9 10 11
壁面製作 助産師と 身体測定 お正月遊び こころの相談 ことばの相談

10：00～11：00 おしゃべりタイム 9：00～15：00 10：30～11：00 10:00～12:00 10：00～15：00

10：00～11：50 14：30～15：00                                                                                               nn  

12 13 14 15 16 17 18
こころの相談 断乳・卒乳の 栄養相談 人形劇

10：00～15：00 お話 10：00～15：00 10：00～11：00

10:00～11:00

19 20 21 22 23 24 25
身体測定 NP講座 tuki カレンダー作り

9：00～15：00 9:30～11:30 10：00～11：00

こころの相談

13:00～15:00

26 27 28 29 30 31
パパ講座 ことばの相談 助産師相談 離乳食講座 NP講座

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

   ＊対象　0歳の子どもの親 ※１月の講座は１月4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。
　 ＊予約　要予約10人(抽選　締切1/22)

およそ7～8ヶ月頃の離乳食中期の
　　お話です。
   ＊時間　10:00～11:00

　 ＊予約　要予約7組(抽選　締切1/19）
※お知らせ※
来月２月８日
（土）は館内メ
ンテナンスの
ため休館とな
ります。

離乳食講座（中期）
　　　　　　　1月29日(水）

～親子エクササイズ～
　　　　　　1月26日（日） 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

パパと楽しく体を動かしましょう！
   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　2歳～就学前の子どもと父親

　 ＊予約　要予約10人（抽選　締切1/１0）

パパ講座

についてわかりやすいお話です。
   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　0～1歳半の子どもの母親

断乳・卒乳のお話
　　　　　　1月16日（木）
助産師さんによる断乳・卒乳・おっぱいケア

　 ＊予約　要予約25組（先着）
　 ＊予約　要予約8組(抽選　締切2/4）
　　　　　　1/21から受付を開始いたします。

どんなストーリーかはお楽しみに！！
休館日 休館日 休館日

　アンパンマンのでんでんだいこを
   ＊時間　10:00～11:00 作りましょう！
   ＊対象　就学前の子どもと家族

　　　　　　1/14から受付を開始いたします。

人形劇
　　　　　　　１月１8日（土） 孫育て講座～おもちゃ作り～

日本の民話をアレンジした人形劇です。 2月11日（火）

　 ＊予約　不要 （当日先着各30組） Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp
Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

   ＊時間　10:30～11:00 栄養士による、災害時に役に立つ食のお話です。

   　　　　14:30～15:00    ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　就学前の子どもと家族 　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00

1月
お正月遊び 食育講座
１月8日（水） ～何ができる？防災食について考えよう！～

こまを作ってお正月遊びを楽しみましょう！ 2月1日（土）

南部保健センターから

お知らせです。

講 座イベント

講 座

＜育児教室のご案内＞

＊対象：2019年7月～2019年10月生まれのお子さん

を持つ初めて育児をするお母さんとその家族

＊日時：2020年1月21日、28日、2月4日の3日間

13：30～15：30

＊内容：親の役割・親と子のきずな、歯科保健、

子どもの病気・事故防止、発育としつけ、家族計画、

赤ちゃんの食事、交流会

＊持ってくるもの：母子健康手帳、筆記用具、バスタ

オル

＊場所：南部保健センター（鹿児島市西谷山１丁目

3-2）

＊定員：50組超えたら抽選

＊申込方法：南部保健センターへ電話で申込み（申

込みは1月16日（木）まで）

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５
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日にち 時間 対象 参加費 申込み

理学療法士の
発達講座

２8日(金) 10:00～11:00
就学前の子どもと

家族 無料
要予約10組

抽選締切2/21

おともだちいっぱい ２4日(月) 10:00～11:00
9～11か月の
子どもと親 無料

要予約15組
抽選締切2/17

要予約10人
抽選締切2/10

孫育て講座
～おもちゃ作り～

１1日(火) 10:00～11:00
就学前の子どもと
祖父母（親も可） 無料

要予約8組
抽選締切2/4
（受付1/21～）

節分会 2日(日) 10:00～11:00
就学前の子どもと

家族 無料 不要

２月の予定　　　　　　　　※申込みは２月１日から受付ます。
イベント・講座

食育講座
何ができる？防災食について考えよう！ 1日(土) 10:00～11:00

就学前の子どもと
家族 無料

要予約10組
抽選締切1/25
（受付1/14～）

トイレトレーニングのお話 15日(土) 10:00～11:00
1～2歳の
子どもの親 無料

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約

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）

助産師とおしゃべりタイム 6日(月) 10：00～11：50（当日受付10：00～11：00）
おしらせとおねがい

助産師相談※要予約 28日(火) 10:00 11:00

栄養相談
※要予約

17日(金） 10:00 11:00 13:00 14:00

27日(月） 10:00 11:00 13:00 14:00

10日(金） 10:00 11:00 13:00 14:00

13:00 14:00

こころの相談
(子どもの情緒・子育て不

安など）
※要予約

9日(木） 10:00 11:00

1月の相談

14日（火） 10:00 11:00 13:00 14:00

23日(木）

看護師さんのお話
たにっこりんのつぶやき

おすすめ絵本

『 おもちのきもち 』
作/ かがくい ひろし

出版社/ 講談社

たにっこりんで大人気の「だるまさん」シリーズでおな

じみの、かがくいひろしさんの絵本デビュー作品です。

「ペッタンペッタン」「フンゴフンゴ」リズミカルで愉快な擬

音が楽しく、シュールな物語と、鏡餅のおかしなキャラク

ターに笑いがとまりません。お正月に飾る鏡餅。どんな気

持ちでいるのかな、とお餅の気持ちを考えるのも楽しいで

すね。

～パパのつぶやき編～

・段ボールカーが毎日元気一杯走っ

ている館内。子どもたちの乗り降り

が楽しめるように、バス停とICカード

と改札機の手作りおもちゃを設置し

ました。お家の方に使い方を聞きな

がら「ピッ」と上手にICカードを改札

機に充てる仕事をして遊んでいます。

そんなある日… 「へぇー！ここで

もSUICAチャージできるんだー！！」

とパパ！「いやいや、おもちゃだ

よ！！」とママ。やったー！！と心の

中で小さなガッツポーズをしたスタッ

フでした。

おう吐・下痢のホームケア
♦何度も吐き続けるとき

・食べ物、飲み物を与えず安静に過ごす。

・吐いたもので窒息しないように上体を起こすか、顔を

横向きにしてねかせる。

♦吐き気が治まったら

・白湯、麦茶、野菜スープなどを一口ずつゆっくり飲ませる。

・牛乳、ジュースは飲ませない。

♦下痢のケア

・うんちが出る毎におしりをお湯で洗うかシャワーで流す。

♦下痢の時の食事

・おすすめは、りんごのすりおろし、おかゆ、おじや,

柔らかく煮た野菜スープ

・控えたいのは、柑橘類、パン、バター、チーズ、生野菜、繊

維の多い野菜

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。

*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。


