
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

身体測定 トイレ 壁面製作 NP講座⑤

14：00～15：00 トレーニング 10:00～11：00 9:30～11：00

のお話 ことばの相談

10:00～11：00 10:00～15:00

（申込終了）

6 7 8 9 10 11 12
こころの相談 助産師と こころの相談 おともだち 栄養相談 NP講座⑥

13：00～15:00 おしゃべりタイム 10:00～15:00 いっぱい 10:00～15:00 9:30～11：00

10：00～11：50 10：00～11：00                                                                                               nn  

（受付は11時まで）

13 14 15 16 17 18 19
パパ講座 こころの相談 孫育て講座 ことばの相談

～親子で体を 10：00～12：00 10：00～11：00 10:00～15:00

動かそう～ 身体測定

10:00～11：00 14：00～15：00

20 21 22 23 24 25 26
歯科講座 カレンダー作り

10:00～11：00 10:00～11：00

27 28 29 30 31

1２月
パパ講座 歯科講座

～親子で体を動かそう！～ 12月23日(水）
　　　12月13日（日）

   ＊対象　2歳～就学前の子どもと父親 Tel  099-266-6501 HP　http://www.tanikkorin.jp 　 ＊予約　要予約7組（抽選　締切12/16）
　 ＊予約　要予約7組（抽選　締切12/10） Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

虫歯の予防、口腔ケア、歯並びなど
　　　パパと一緒にヨガやストレッチをして 歯についての話を聞こう！

気持ちよく体を動かしてみよう！    ＊時間　10:00～11:00
   ＊時間　10:00～11:00 　　　　　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

１２月15日（火） パパと一緒に廃材を使って
おじいちゃんおばあちゃんと一緒に、 おもちゃを作ろう！

昔から慣れ親しんできた遊びや    ＊時間　10:00～11:00

パパ講座
孫育て講座 ～食いしんぼう動物作り！！～

～伝承遊び&読み聞かせ～ 1月9日(土）

絵本にふれてみましょう！    ＊対象　1～3歳の子どもと父親

   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　就学前の子どもと祖父母（親も可） 　　　　　　12/19から受付を開始いたします。

　 ＊予約　要予約5組（抽選　締切12/10）

　 ＊予約　要予約7組（抽選　締切12/25）

ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ　ＷＥＥＫ 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

１２月21日（月）～12月24日（木）
お家でも飾れるクリスマスツリーを

作りましょう！
   ＊配布時間　開館時間内に順次配布
   ＊対象　   就学前の子どもと家族
　 ＊予約　   当日先着各日AM10組/PM10組

　 　 ※なくなり次第終了

※１2月の講座は１2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。

休館日 休館日 休館日

☆年末年始のお知らせ☆12/29～1/3は休館日となります。2021年1/4～開館します。

南部保健センターから

お知らせです。

講 座

遅らせないで！

子どもの予防接種と乳幼児健診
お子さまの健康が気になるときだからこそ、予

防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どお

り受けましょう。

予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やか

な成長のために一番必要な時期に受けていた

だくよう、市からお知らせしています。

特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫

がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高

まります。

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

CHRISTMAS WEEK 21日（月）～24日（木）

講 座

イベント

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。
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日にち 時間 対象 参加費 申込み

12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

6日(日） 13:00 14:00

8日（火） 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

4日(金） 10:00 11:00 13:00 14:00

14日(月） 10:00 11:00

17日(木） 10:00 11:00 13:00 14:00

助産師とおしゃべりタイム 7日(月)

栄養相談
※要予約

11日(金） 10:00 11:00 13:00 14:00

10：00～11：50（当日受付10：00～11：00）

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

1月の予定 ※申込みは1月4日から受付ます。
イベント・講座

子どもの目の話
～目の成長と「見る力」を育むために～

14日(木) 10:00～11:00
就学前の子どもと

家族 無料
要予約7組

抽選締切１/10

無料 不要

要予約7組
抽選締切１/１0

こどんの言い分
～イヤイヤ期の子育て～

１8日(月) 10:00～11:00
1～2歳の子どもの

親 無料
要予約7組

抽選締切１/１1

看護師のお話
～スキンケアについて～

１5日(金) 10:00～11:00
就学前の子どもと

家族 無料

誕生会 ２1日(木) 9:00～10:00
就学前の子どもと

家族

離乳食講座（初期） ２6日(火) 10:00～11:00 0歳の子どもと親 無料
要予約7組

抽選締切１/19

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。

助産師とおしゃべりタイム…広場で助産師とおしゃべりしませんか。

日頃の迷いや悩みを、リラックスしてお話できます。

*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。

予防接種後の過ごし方

・接種後30分くらいは接種した医療機関や医

師とすぐ連絡がとれる場所で子どもの様子

を観察しましょう。

・接種当日は自宅でゆっくり過ごし、激しい運

動や刺激のある場所は避けましょう。

・接種当日の入浴は構いませんが、接種部位

は強くこすらず、泡をつけて流す程度に留め

ましょう。

・生ワクチン（BCG、MR混合など）は接種後4週

間、不活化ワクチン（4種混合、日本脳炎、イン

フルエンザなど）は接種後1週間は、副反応の

出現に注意しましょう。

おすすめ絵本

『サンタさん どこにいるの？』

作 ひらぎみつえ 出版社 ほるぷ出版

今日はクリスマス。サンタさんはどこか

な？ページをめくってしかけを動かすた

びに「ここじゃよ！」とサンタさんが

ひょっこり現れます。クリスマスの雰囲気

を味わいながらしかけがとっても楽しい

一冊です。

お姉ちゃんがトイレに行く間、下の

お子さんをお預かりしていた時の

ことです。お姉ちゃんはトイレを済

ませて少し離れたところから妹の

姿を見つけると、まるでたった今

会ったかのようにハッとした表情を

して「〇〇〇ちゃん！」と名前を呼

びながらかけ寄ってきました！そ

して、ぎゅーっとあつい抱擁まで…。

まるで数年ぶりの感動の再会のよ

うでくすっと笑いつつほほえまし

い気持ちになりました。

たにっこりんのつぶやき 看護師さんのお話


