
　　　　　　　看護師のお話

日 月 火 水 木 金 土
1（土） 3 4 5 6 7 8

ことばの相談 身体測定 壁面製作 こころの相談

10:00～15:00 10:00～11:00 10:00～11:00 13:00～15:00

2

9 10 11 12 13 14 15
たにっこりんピック こころの相談 栄養相談

10:00～15:00 10:00～15:00

16 17 18 19 20 21 22
“ 子育て身体測定 言い聞かせ卒乳 理学療法士講座 　

14:00～15:00 のお話 10:00～11:00

10:00～11:00

23 24 25 26 27 28 29
パパ講座 カレンダー作り こころの相談 ことばの相談 小食・偏食の講座 孫育て講座

～パパたち集まれ～ 10:00～11:00 10:00～12:00 10:00～15:00 14:30～15:30 ～やさしいヨガ～

10:00～11:00 10:00～11:00

30 31
看護師のお話

10:00～11:00

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

　＊予約　要予約5組(抽選・締切8/24)

孫育て講座～やさしいヨガ～
8月29日(土）

家族で体を気持ちよく動かしてみませんか？

　＊時間　10:00～11:00
　＊対象　2歳～就学前の子どもと祖父母（親も同伴可） ※８月の講座は８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。

小食や偏食で困っていませんか？
　　栄養士さんと食についてお話しましょう。

   ＊時間　14:30～15:30
    ＊対象　就学前の子どもの親
　 ＊予約　要予約7人（抽選　締切8/21）

   ＊対象　2歳～就学前の子どもと父親
　 ＊予約　要予約7組（抽選　締切8/16）

小食・偏食の講座
　　　　　　　8月28日（金）

　　　　　　　8月23日（日）
男性保育士と一緒に、親子でのふれあい遊びや

パパ同士で子育ての話をしてみませんか？

   ＊時間　10:00～11:00
休館日

パパ講座
～パパたち集まれ～

   ＊対象　就学前の子どもと家族

　 ＊予約　要予約7組（抽選　締切8/13）

体の発達について聞いてみませんか？

   ＊時間　10:00～11:00

理学療法士さんによるお座りや
ハイハイの頃のお話です。

～お座り・ハイハイの頃のお話～
　　　　　　　8月20日(木）

Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp
　　　　　　理学療法士講座

   ＊対象　0～1歳半の子どもの母親 　　　　　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

　 ＊予約　要予約5人（抽選　締切8/12） Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp   ＊予約　要予約7組(抽選　締切8/23）

助産師さんによる言い聞かせ卒乳のやり方や 　　　　　　　8月30日(日）
ケア方法についてのお話です。 看護師さんによる便秘のお話しです。

   ＊時間　10：00～11：00   ＊時間　10:00～11:00

　

8月
言い聞かせ卒乳のお話（おっぱいケア）

8月19日(水） 　　　　　　～便秘について～

南部保健センターからのお知らせ

「新しい生活様式」における

熱中症予防行動のポイント

夏期にマスクを着用すると、熱中症のリスクが高

くなるおそれがあります。屋外で人と十分な距離

（2ｍ以上）が確保できる場合には、マスクをはずす

ようにしましょう。マスクを着用している場合には

運動は避け、こまめに水分補給を心掛けるように

しましょう。距離を十分にとれる場所で、適宜、マス

クをはずして休憩することも必要です。

冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保

する必要があります。

日頃の体温測定、健康チェックは、熱中症を予防す

る上でも有効です。体調が悪いと感じた時は、無

理せず自宅で静養するようにしましょう。

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

中止

講 座 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・中止となる場合があります。ご協力の程よ

ろしくお願いします。

壁面製作・カレンダー製作について

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・ハーフバースデーについて

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2月生まれの子どもさんです。

8月22日（土）は館内メンテナンスのため

臨時休館となります。
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日にち 時間 参加費 申込み

要予約7人
抽選９/１8締切

助産師講座 30日（水） 10:00～11:00 ０歳の子どもと親 無料 要予約7組
抽選９/２3締切

         
９月の予定 ※申込みは９月１日から受付ます。

イベント・講座 対象

おともだちいっぱい（2歳） 24日（木） 10：00～11:00

パパ講座
～赤ちゃんとスキンシップタイム～ ２7日（日） 10:00～11:00 ０歳の子どもと父親 無料 要予約7組

抽選９/20締切

2歳の子どもと親 無料 要予約7組
抽選９/１7締切

離乳食講座（完了期） 25日（金） 10:00～11:00 ０～1歳半の子どもの親 無料

11:00 13:00 14:00

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

11日(火） 10:00 11:00 13:00 14:00

栄養相談
※要予約

12日(水） 10:00 11:00 13:00 14:00

27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

８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

8日(土） 13:00 14:00
おすすめ絵本

25日(火） 10:00 11:00

　　　『　飼育員さんおしえて！　ライオンのひみつ　』

　　　写真/松橋　利光　　文/池田　菜津美
　　　協力/　アドベンチャーワールド　　
　　　出版/　新日本出版社

3日(月） 10:00

ビジーボード

先月号でご紹介したビジーボード。ボタンやライトを押したり、フタをあけて鏡をの

ぞきこんだりと、0歳～3歳くらいのお子さんが興味津々に遊んでいます。

チリンチリンとベルを鳴らし、手を合わせて合掌しているほほえましい子どもさんの

姿もありましたよ！

夏野菜で食育しよう！

野菜サラダにドレッシングやマヨネーズをたっぷりかけて素材の味がわからなく

なっていませんか？せっかくの旬の素材。新鮮なものを冷やして、まずはそのまま

食べてみましょう。

・トマト:赤色の成分リコピンはがんなどを予防！3大抗酸化ビタミンが体を守る。

・なす：体を中から冷やす。油で炒めると体への吸収率アップ。

・ピーマン：ビタミンCが豊富。血管や皮膚を丈夫にしストレスに抵抗する作用がある。

・きゅうり：生で食べられて水分補給ができる。むくみやのぼせを改善する。

・かぼちゃ：ビタミンEが豊富。黄色の成分カロテンは体に抵抗力をつけたり、がん予

防効果がある。

・とうもろこし：糖質が主成分。食べるとエネルギーに代わる。食物繊維が豊富で便

秘予防に効果あり。

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？」「どこで、誰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。

「ライオンって大きいね。何を食べているの

かな？」「どうしてキバがあるのかな？」子

どもたちの何気ない疑問に、飼育員さんが

わかりやすく教えてくれます。大きな写真は

迫力満点！本物のライオンに会いたくなりま

すよ。絵本を楽しんだあとは、屋外にある動

物園に足を運ばれてみてはいかがですか？


