
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

身体測定 NP講座④ こころの相談 ことばの相談

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

7 8 9 10 11 12 13
助産師相談 NP講座⑤

13：30～15:30

14 15 16 17 18 19 20
孫育て講座 身体測定 NP講座⑥ チャイルドシート

～わらべ歌と 14：00～15：00 9：30～11：30 講習会

読み聞かせ～ 10：30～10:50

①10：00～10：20

②10：30～10：50

21 22 23 24 25 26 27
ことばの相談 おともだち 歯科講座 カレンダー作り

10：00～15：00 いっぱい 10：00～11：00 （配布のみ）

10：00～11：00 10：00～

　

28 29 30
こころの相談

13：00～15:00

聞かれるお話です。

　 ＊予約　先着各回6組

～父の日プレゼント作り♪～ 壁面製作
6月8日（月）～12日（金） 6月1日（月）～なくなり次第終了

「パパ♫いつもありがとう！！」 かわいい金魚をつくりましょう！

あさがおのカレンダーキットを配布します！

　 ＊予約は来館時か、お電話で受付ます。    ＊時間　開館時間内

歯並びについてのお話です。

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

6月
歯科講座

6月24日（水）
歯医者さんによる口腔ケアや

   ＊時間　10:00～11:00

Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp 　 ＊予約　要予約5組(抽選　締切6/17）

ファミリーデー Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

   ＊対象　就学前の子どもと家族 6月25日（木）

パパに鍵かけのプレゼントを作ろう！    ＊時間　開館時間内
   ＊時間　①9:30～6組
   　　　　②10:00～6組
   　　　　③10:30～6組 カレンダー作り

   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　不要

孫育て講座

6月15日（月）

　 ＊予約　要予約各3組(抽選　締切6/10)

～わらべ歌と読み聞かせ～

   　　　　②10:30～10:50
誕生会

9：00～10：00
（カード配布＆
写真コーナー）
ハーフバースデー

13：00～14：00

おともだちいっぱい
6月23日（火）

1～4か月のお子さんとママたちで、

   ＊対象　1～4か月の子どもと親
　 ＊予約　要予約10組(抽選　締切6/16)

   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　不要

※6月の講座は6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。

   ＊対象　就学前の子どもと家族（妊娠中の方も可）

　 ＊予約　不要

   ＊時間　10:30～10:50

チャイルドシート講習会
　　　　　　　6月18日(木）

   ＊時間　１０：００～１１：００
一緒に集まってお話しましょう！

   ＊対象　就学前の子どもと祖父母（親も可）

   ＊時間　①10:00～10:20

「聞いていてよかった！」の声がよく

南部保健センターから

お知らせです。

講 座

イベント・講座

言葉が遅れているような気がする。お友

達と遊べない。集団行動ができているか

不安等。お子さまの発育・発達についての

心配や悩みは様々です。南部の子育て世

代包括支援センター（南部保健センター）

では発達支援専門員（心理相談員）が個別

の相談や就園先への巡回相談を行い、発

達に気がかりのあるお子さまへの対応に

ついて助言等を致します。

1人で悩まずにお気軽にご相談ください。

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

お知らせ
新型コロナウイルス感染症予防のため、しば

らくの間「みんなであそぼ（ミニイベント）」

につきましては、中止させていただきます。

入館の際はマスクの着用をお願い致します。

中止

中止

※イベント・講座については、予告なしに

中止させていただくことがあります。

ご了承ください。

ファミリーデー「父の日プレゼント作り」8日（月）～12日（金）

中止
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日にち 時間 参加費 申込み

6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(木） 10:00 11:00

28日(日） 13:00 14:00

22日(月） 10:00 11:00 13:00 14:00

11:00 13:00 14:0010:00

14:30

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

栄養相談
※要予約

6/1（月）～6/10（水）までに電話、メール、来館時にご予約ください。

後日メールにて栄養士より回答させていただきます。（先着4名）

助産師相談
※要予約

8日(月） 13:30

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約

5日(金）

7月の予定

ミニ六月灯
4日（土）

～8日（水）
10:00～10:45 就学前の子どもと家族 無料

要予約先着
各日6組

※申込みは7月１日から受付ます。
イベント・講座 対象

離乳食講座（中期） 17日（金） 10:00～11:00 0歳の子どもの親 無料
要予約7人

抽選7/10締切

アロマでリラックス 28日（火） 10:00～11:10 就学前の子どもの母親
材料費
400円

要予約5人
抽選7/21締切

パパ講座
～おもちゃ作り～

26日（日） 10:00～11:00 2歳～就学前の子どもと父親 無料
要予約8組

抽選7/19締切

要予約7組
抽選7/22締切

防災事故のお話 29日（水） 10:00～11:00 就学前の子どもと家族 無料

*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。

おすすめ絵本

『あめぽったん』
作：ひろかわ さえこ/出版社：アリス館

♪あめあめぽったん、あめぽったん。はっ

ぱのうえに、あめぽったん♪

リズミカルなことばにのって、いろいろな

生き物がでてきます。雨の日が楽しくなる

絵本です。

＜キラキラペットボトルの作り方＞
材料：小さく持ちやすいペットボトル

ビーズやスパンコール 水でふくらむ

ビーズ

ペットボトルにビーズやスパンコール、

水でふくらむビーズを入れましょう。※

小さなパーツを誤飲しないように見

守っていてくださいね。

最後に水を注いだら出来上がり♫振っ

たり転がすとキラキラして、とってもキ

レイですよ☆お子様と一緒にぜひ作っ

てみて下さいね♪

たにっこりんのホームページに問い合わせフォームができました！
ホームページに問い合わせフォームを新設しました。まだまだ積極的な外出が

難しい今だからこそ、ぜひメールでスタッフとお話してみませんか？

ほんのささいなことでも構いません。ぜひお気軽にご利用ください♫

メールアドレス

tanikkorin@kagoshima-swc.jp

＜お外ってきもちいい！＞
さわやかな風に温かい日差し。外

遊びやお散歩が楽しい季節になり

ました。自然や季節を肌で感じ、親

子で同じ感覚を体験することで子

どもはいろいろなことに興味や関

心を持ち情緒も安定します。新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、安

全管理に配慮のいる場面も多いで

すが、密集、密接を避けて、短時間

でも外気にふれる時間を作りま

しょう。


