
   ＊時間　10:00～なくなり次第終了
   ＊対象　就学前の子どもと家族

　　　　　　　３月１1日（水）
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

ことばの相談 ひなまつり会 パパ講座 こころの相談 栄養相談 壁面製作    ＊時間　10:00～11:00
10：00～15：00 10：00～11：00 キッズスキンシップ 10：00～12：0010：00～15：00 10：00～11：00

タイム

身体測定 10：00～11：00

9：00～15：00

8 9 10 11 12 13 14
ことばの相談 こころの相談 おともだち 離乳食講座

10：00～15：00 10：00～15：00 いっぱい 10：00～11：00    ＊時間　10:00～11:00
　　　　　　　３月１7日(火） 10：00～11：00    ＊対象　0～1歳6カ月の子どもの親

　 ＊予約　要予約10人(抽選　締切3/6）

   ＊時間　10:00～11:10 15 16 17 18 19 20 21
   ＊対象　就学前の子どもの母親 アロマで こころの相談 子育てグッズ

　 ＊予約　要予約10人(抽選　締切３/１０） 癒しの時間 13：00～15：00 作り

　 ＊材料費　400円 10：00～11：10 10：00～11：00

　　　　　　　３月21日(土） 22 23 24 25 26 27 28
パパ講座 カレンダー作り 身体測定

赤ちゃんと 10：00～11：00 9：00～15：00

   ＊時間　10:00～11:00 スキンシップタイム 　　＊時間　13：30～14：30
   ＊対象　妊娠中の方と家族 10：00～11：00 　　＊対象　就学前の子どもと親

　　＊場所　南部保健センター　２Ｆ
29 30 31 　　＊予約　不要

　　　　　　　３月22日(日）

   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　0歳の子どもと父親

3月
　　　　　　ひなまつり製作
　　　　　　３月３日（火）　　

Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp
1～4ヶ月の子どもさんとママたち、

一緒に集まっておしゃべりしましょう！

　 ＊予約　不要
　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00
Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp おともだちいっぱい

離乳食講座（完了期）
　　　　　　３月13日（金）　
離乳食の完了期、おおよそ１～1歳半のお話です。

   ＊対象　1～4ヶ月の子どもと親
　 ＊予約　要予約２０組（抽選　締切３/4）

3月25日（水）
お家にあるもので簡単おもちゃを 育児についての相談や、身長、体重計測、

作ってみましょう！ 栄養、歯科相談を実施しています。

　 ＊予約　要予約10組(抽選　締切３/14）

アロマで癒しの時間

アロマスプレーを作って癒しの時間を
過ごしてみませんか？

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子育てグッズ作り たんぽぽ育児相談

パパ講座
～赤ちゃんとスキンシップタイム～

♫3月の身体測定について♫

3月3日（火））9：00～15：00
3月24日（火）9：00～15：00
に実施予定です。

　　　　問合せ先：南部保健センター
赤ちゃんとゆっくりふれあう時間 　　　　　℡　０９９－２６８－２３１５

を楽しみませんか？

※３月の講座は３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。

　 ＊予約　要予約10組（先着）

南部保健センターから

お知らせです。

講 座

お知らせ

新型コロナウイルス感染症予防のた

め、3月15日までのイベント・講座・「み

んなであそぼ（ミニイベント）」等につ

きましては、中止させていただきます。

また、状況によっては、3月16日以降の

イベント・講座等も変更になる場合も

ありますのでご了承ください。

ご理解、ご協力を、よろしくお願いい

たします。

イベント

中止

中止

中止

イベント・講座・「みんなであそぼ」（ミニイベント）は中止します

中止

中止

中止

中止

イベント・講座・「みんなであそぼ」（ミニイベン

ト）は中止します（3/25まで）

イベント・講座・「みんなであそぼ」（ミニイベント）は中止します

イベント・講座・「みんなであそぼ」（ミニイベント）は中止します

http://www.tanikkorin.jp/
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日にち 時間 参加費 申込み

３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

　　　おすすすめ絵本
　　　『　てんとうむし　ぱっ　』

作/　中川　ひろたか
写真/　奥田　高文　

少しずつあたたかくなり
虫たちも元気に顔を出しはじめました。
短い言葉と鮮やかな写真で描かれた

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）

おしらせとおねがい

春を感じる一冊を、親子でどうぞ！

栄養相談
※要予約

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約

　

4月の予定 ※申込みは4月１日から受付ます。
イベント・講座 対象

トイレトレーニングの
お話

18日（土） 10:00～11:00 1～2歳の子どもの親 無料
要予約10人
抽選締切4/11

おともだちいっぱい 16日（木） 10:00～11:00 1歳の子どもと親 無料
要予約15組

抽選締切4/10

アレルギー食講座 24日（金） 14:00～15:00 就学前の子どもの親 無料 要予約10人
抽選締切4/17

ことばの発達講座 22日（水） 10:00～11:00 0～2歳の子どもと家族 無料
要予約15組

抽選締切4/15

看護師のお話
（夏の感染症）

29日（水） 10:00～11:00 就学前の子どもと家族 無料 要予約15組
抽選締切4/22

たにっこりんのつぶやき

新型コロナウイルスについて

ウイルス性の風邪の一種。発熱、のどの痛み、長引く咳

（1週間前後）、強いだるさ（倦怠感）が特徴。感染経路

は飛沫感染と接触感染。

※日常生活で気をつけること

・こまめな手洗い（帰宅時、調理前後、食事前）

・咳エチケット

・人混みの多い場所を避ける

※発熱、風邪症状があるときは外出を控えましょう。

※新型コロナウイルス感染症に関わる発熱相談窓口は

各保健センターに設置されていますのでお問い合わ

せください。

ある日の託児室。

0歳のお子さんがお昼寝か

らの目覚めに泣いていると、

同じ時間帯にお預かりして

いた1歳のお子さんがかけ

よってきて、よしよしと、頭を

なでてくれました。自分が

泣いたときに頭をなでても

らったことがあるのでしょう

ね。優しい姿に胸があたた

かくなりました。

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。

★「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）

看護師さんのお話

お知らせ

※新型コロナウイルス感染症予防の為、「ここ

ろの相談」「ことばの相談」「栄養相談」について

は、延期させていただきます。

※3月16日以降で個別相談をご希望の場合は、

お電話、もしくは受付にてご連絡ください。


