
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

こころの相談

10：00～12:00

4 5 6 7 8 9 10
壁面製作 身体測定

10：00～11：00 9：00～10：00

11 12 13 14 15 16 17
トイレ 助産師相談 こころの相談 おともだち 栄養相談 アレルギー食

トレーニング 10：00～12:00 10：00～15:00 いっぱい 10：00～15:00 講座

のお話 10：00～11：00 14：30～15：30

10：00～11：00

18 19 20 21 22 23 24
ことばの相談 楽育児の 身体測定 作業療法士 ことばの相談 誕生会

10：00～15：00 ススメ 14：00～15：00 講座 10：00～15：00 9：15～10：00

10：00～11:00 10：00～11：00 ハーフ

バースデー

13：30～14：30

25 26 27 28 29 30
こころの相談 親子で 孫育て講座 カレンダー作り

13：00～15:00 エクササイズ ～アロマで 10：00～11：00

10：00～11：00 リラックス～

10：00～11：00

   ＊時間　１０：００～１１：００

   ＊対象　2か月～1歳の子どもの母親

作業療法士講座
～お座り・つかまり立ちの頃の遊び～

～子育ては分からないことだらけ～
　　　　　　　4月19日(月）
助産師による育児についてのお話です。

※４月の講座は４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。

   ＊時間　１０：００～１１：００
   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　要予約7組(抽選　締切4/14)

親子でエクササイズ
　　　　　　　4月26日(月）

   ＊対象　2～3歳の子どもと親
　 ＊予約　要予約7組(抽選　締切4/19)

   ＊時間　１０：００～１１：００ 　　　　　4/23から受付を開始いたします。

　 ＊予約　要予約5人(抽選　締切4/12）

　　　　　　　4月21日(水）

　　　　　　　5月5日(水）
楽育児のススメ ファミリーで「こいのぼり」を作ってみよう！

子育てのヒントが聞けるかも？！ 　 ＊予約　要予約各5組(抽選　締切4/29）

アレルギー食講座

   ＊時間　14:30～15:30 　　　　　4/19から受付を開始いたします。

   ＊対象　就学前の子どもの親
　 ＊予約　要予約5人（抽選　締切4/10） FAMILY　DAY

　　　　　　　4月17日(土）
アレルギー食についての栄養士のお話です。

   ＊時間　9:30～11:15
   ＊対象　2～5か月の子ども（第1子）と母親
　 ＊予約　要予約6組(先着）

   ＊時間　①10:00～10:40

   ＊対象　就学前の子どもと家族
   　　　　②10:50～11：30

　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00 （親も同伴可）

   ＊対象　2歳の子どもと親 全4回　毎週金曜日
　 ＊予約　要予約7組(抽選　締切4/8) リラックスした雰囲気の中で

子育てのお話をしてみませんか？

2歳のお子さんとママたちで、
一緒に集まってお話しましょう！ ママと赤ちゃんのはじめて講座

   ＊時間　10:00～11:00 5月14日、21日、28日、6月4日

4月
トイレトレーニングのお話 孫育て講座～アロマでリラックス～

4月11日（日） 　　　　　　　4月27日(火）
   ＊時間　10:00～11:00 アロマのバスボムを作ろう！

おともだちいっぱい Tel  099-266-6501 HP　https://www.tanikkorin.jp 　 ＊材料費　500円
４月15日（木） Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp 　 ＊予約　要予約5組(抽選　締切4/20)

   ＊対象　1～2歳の子どもの親(両親参加も可）    ＊時間　10:00～11:00
　 ＊予約　要予約5組（抽選　締切4/6）    ＊対象　2歳～就学前の子どもと祖父母

南部保健センターからのお知らせ

講 座イベント・講 座

成人健康相談（成人歯科相談）のご案内

～ママ・パパの健康も大切です～
南部保健センターでは毎月第１・第３木曜日に健康相談を実施

しています。お気軽にご参加ください。

・日時：４月１日（木）・４月１５日（木） ９時～１０時（予約不要）
・内容：無料 （血圧測定・尿検査・体脂肪測定・握力測定・足指力測

定・みそ汁塩分濃度測定・肝炎ウイルス検査・生活相談・栄養相談・運

動の実技・よかよか体操コーナー）

＊体組成測定（第１木 要予約）

＊歯科相談（５月２０日 予約不要）

有料 血液検査＊血液検査・肝炎ウイルス検査は医師と相談の上

実施し、次回の健康相談で結果説明。

問合せ先：南部保健センター

℡ ０９９－２６８－２３１５

※三密を避けて遊んでいただくために、広場の

人数制限中やイベント時は「みんなであそぼ」を、

お休みする場合があります。ご了承ください。

時間の指定は

できません
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日にち 時間 参加費 申込み

要予約6人
抽選締切5/12

パパ講座
～ベビーダンス～

23日（日） 10:00～11:00
首がすわった4か月～2歳

までの子どもと父親 無料 要予約6組
抽選締切5/16

言い聞かせ卒乳のお話 19日（水） 10:00～11:00 1歳半までの子どもの母親 無料

16日（日） 10:00～11:00 妊娠中の方と家族 無料 要予約6組
抽選締切5/10

看護師講座
～便秘のお話～

15日（土） 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5/10

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

5月の予定 ※申込みは5月１日から受付ます。
イベント・講座

当日先着40組
（なくなり次第終了）

ことばの発達講座
～言葉を話すからできること～

10日（月） 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5/6

対象

ありがとうWEEK
7～8日
（金～土）

9:00～16:00 就学前の子どもと家族 無料

マタニティ講座

助産師相談 12日(月）

栄養相談
※要予約

16日(金） 10:00 11:00 13:00 14:00

10:00 10:40 11:20

22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

18日(日） 10:00 11:00 13:00 14:00

25日(日） 13:00 14:00

４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

2日(金） 10:00 11:00

13日(火） 10:00 11:00 13:00 14:00

看護師さんのお話毎月楽しめるたにっこりんのイベント

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、マイナンバーカード、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。

今日も元気かな？

・食欲：よく食べて、よく飲んでる？

・顔色：赤かったり、青白くしてない？

・泣き方：いつもの泣き方と同じ？

・眠り：たくさん寝て、寝起きはいい？

・体温：お熱はないかな？

・うんち：下痢や便秘はないかな？

・おしっこ：量、回数、色はどうかな？

・皮膚：乾燥、傷、発疹、腫れはないか

な？

毎日のスキンシップは、こころとから

だの発達を促し、親子の絆を強くす

る大切なふれあいです。

<壁面製作・カレンダー作り>

当日先着32組のイベントです。0歳からどなた

でも参加できます。

<誕生会>

【誕生会受付】9：15～9：30

【広場にて誕生会】9：30～9：45

【写真撮影】9：45～10：00

お友だちをみんなでお祝いしましょう♪

<ハーフバースデー>

その月に6ヶ月になる子どもさんが対象です。

家に飾るポスターを作ります。一生に1回しかな

い6か月の姿を撮りにいらしてください♫

<身体測定>

毎月第1火曜日、第3火曜日です。乳児用と幼

児用の身長体重計を相談室に準備しています。

開始時間は、おたよりをごらんください。
※いずれのイベントも、当日の受付の為、時間に余裕

を持ってご来館ください♫♫

★「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）

おすすめ絵本

『14ひきのぴくにっく』
作/いわむら かずお 出版社/童心社

今日はなんていい天気。おにぎりと水筒を入れて、

リュックをしょって家族みんなでピクニックに出発で

す！歩いていると、ぜんまいややまぶきを見つけた

り、ちょうちょやバッタと出会ったり春の明るい陽射し

の中で発見がいっぱい。本当に一緒にピクニックに出

かけているような気持になれる一冊です♪


