
   ＊時間　10：00～10：45
   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　先着各日6組

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

ママと赤ちゃんの 壁面製作 ことばの相談 ミニ六月灯

はじめて講座 10:00～11:00 10:00～15:00 4～8日まで

   ＊対象　0歳の子どもの親

5 6 7 8 9 10 11
身体測定 ママと赤ちゃんの こころの相談

14:00～15:00 はじめて講座 10:00～12:00

12 13 14 15 16 17 18
助産師相談 こころの相談 ママと赤ちゃんの ことばの相談 離乳食講座

13:30～15:3010:00～15:00 はじめて講座 10:00～15:00 10:00～11:00

栄養相談

12：45～15:00

19 20 21 22 23 24 25
身体測定 ママと赤ちゃんの

10:00～11:00 はじめて講座

26 27 28 29 30 31
パパ講座 カレンダー作り アロマで 防災事故の 心理士と

10:00～11：00 10:00～11:00 リラックス お話 おしゃべりタイム

①9:30～10:10 10:00～11:00 10:00～11:00

②10:20～11:00 こころの相談

13:00～15:00

ミニ六月灯

 7月
心理士とおしゃべりタイム

7月4日(土）～8日（水） 7月30日（木）
金魚すくいやエビ・カニ釣り、灯ろう作り お子さんのちょっと気になっていることを

　 ＊6月26日より受付開始します。 Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp
　 来館時か、お電話で予約を受付ます。 Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

を家族で一緒に楽しもう！ 心理士さんにお話してみませんか？
   ＊時間　　10:00～11:00
   ＊対象　　1～2歳の子どもと家族

　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00 　 ＊予約　　要予約6組(抽選・締切7/23）

   ＊時間　10:00～11:00

　 ＊予約　要予約7人(抽選・締切7/10)

離乳食講座（中期）
7月17日（金）

　　　　　７～８ヶ月ごろのおはなしです。

   ＊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8組(抽選・締切7/19)

パパ講座～おもちゃ作り～
7月26日（日）

パパと一緒に釣り竿を作ろう！

～身近な物で防災グッズを作ろう！～

アロマでリラックス
7月28日（火）

ゆったりとアロマスプレーを作ってみませんか！

   ＊時間　①9:30～10：10
   　　　　②10:20～11：00 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

   ＊対象　就学前の子どもの母親

7月29日(水)
タオルやレジ袋でおむつを作ってみよう！
   ＊時間　　10:00～11:00
   ＊対象　  就学前の子どもと家族

　 ＊予約　要予約各5人(抽選・締切7/21)
   ＊材料費　400円

防災事故のお話

　 ＊予約　　要予約7組(抽選・締切7/22） 　７月の講座は７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。

南部保健センターからの

お知らせです。

中止

中止

中止

中止

六月灯 4日（土）～8日（水）

イベント・講座

夏休みの自由研究に！

パパママのメタボ撃退！！

パパママとシェイプアップ

＊日時：8月1日（土）13：00～16：00

＊対象：小学4年生以上と保護者

20組（先着順）

＊料金：無料

＊申込：電話で7月1日～受付

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

講 座

新型コロナウイルス感染症の為、イベント内容が変

更となります。ご協力の程よろしくお願いします。

壁面製作

研修室で実施しますが、少人数ずつのご案内にな

ります。お待ちいただく可能性がありますので、

お時間に余裕を持ってお越しください。

誕生会＆ハーフバースデー

インタビュー、手形足形のスタンプ、身体測定は

行いません。カードの配布＆写真コーナー設置は

あります。

ハーフバースデーの対象は2020年1月生まれの子

どもです。
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日にち 時間 参加費 申込み

7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

9日(木） 10:00 11:00

30日(木） 13:00 14:00

14日(火） 10:00 11:00 13:00 14:00

16日（木） 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

3日（金） 10:00 11:00 13:00 14:00

助産師相談※要予約 13日(月) 13:30 14:30

栄養相談※要予約 17日(金) 12:45 13:30 14:15

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）

8月の予定 ※申込みは８月１日から受付ます。
イベント・講座 対象
断乳・卒乳のお話
（おっぱいケア）

19日（水）

パパ講座
～パパたち集まれ～

23日（日） 10:00～11：00
2歳～就学前の子どもと

父親 無料 要予約7組
抽選8/16締切

10:00～11:00 0～1歳半の子どもの母親 無料 要予約5人
抽選8/12締切

理学療法士講座
～お座り・ハイハイの頃のお話～

20日（木） 10:00～11:00 就学前の子どもと家族 無料 要予約7組
抽選8/13締切

孫育て講座
～やさしいヨガ～

29日（土） 10:00～11：00
2歳～就学前の子どもと祖父母

（親も同伴可） 無料 要予約5組
抽選8/24締切

小食・偏食の講座 28日（金） 14:30～15：30 就学前の子どもの親 無料 要予約7人
抽選8/21締切

看護師のお話
～便秘について～

30日（日） 10:00～11:00 就学前の子どもと家族 無料 要予約7組
抽選8/23締切

おすすめ絵本
『くだものどうぞ』

作/きのした けい 絵/阿部 真由美

出版社/ コクヨ

カラフルな果物が、かわいらしく描かれてい

て、思わず「あーん！！」と一緒に食べたくな

る一冊です。この本は果物の皮をめくる仕掛

けとなっています。繰り返しのリズムで書かれ

た文章で読み聞かせにもぴったりです。

＜正しい水分補給はどっち？＞
Q.飲み方は？

Ⓐ1回にたくさん飲む Ⓑ1回量は少なめに。回数を多く飲む。

Q飲むなら？

Ⓐ炭酸飲料やジュース Ⓑ水や麦茶

Qいつ飲む？

Ⓐのどが渇いたら飲む Ⓑのどが渇く前から飲んでおく

答えはすべてⒷです！子どもは脱水症状を起こしやすく、自分でのどの渇きを上手に

伝えられません。大人が気をつけてこまめに水分補給してあげましょう。

最近SNSなどでよく見かけるビジーボード。

実は手作りできちゃうんです！！

・土台…パンチングボード

（均等に穴があいています）

・物を固定する材料…ヘアゴム・結束バンド・

強力両面シート・組み紐など

※電卓、鏡、ウエットシートのふた、ファスナーや

ビーズ等つけても楽しいです。触れたり引っ張ったり

することが大好きな赤ちゃんの為に、オリジナルの

ビジーボードをご家庭で手作りしてみませんか？

《おしらせとおねがい》

*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。

＜おうちあそびにぴったり！！手作りビジーボード☆＞


