
日 月 火 水 木 金 土
1

壁面製作

10：00～11：00

2 3 4 5 6 7 8
身体測定 　FAMILY　 こころの相談

9：00～10：00 DAY 10：00～12:00

①10：00～10：40

②10：50～11：30

（受付は4/29まで）

9 10 11 12 13 14 15
ことばの こころの相談 ママと 看護師講座 　 ＊予約　要予約各6人(抽選　締切5/19）
発達講座 10：00～15:00 赤ちゃんの ～便秘のお話～

～言葉を話す前 はじめて講座① 10：00～11：00

からできること～ 9：30～11:15

10：00～11：00

16 17 18 19 20 21 22
マタニティ講座 ことばの相談 身体測定 言い聞かせ 誕生会 ママと こころの相談

～エコー写真で 10：00～15：00 14：00～15：00 卒乳のお話 9：15～10：00 赤ちゃんの 13：00～15:00

アルバム作り～ 10：00～11：00 ハーフ はじめて講座②

10：00～11：15 バースデー 9：30～11:15

13：30～14：30

23 24 25 26 27 28 29
パパ講座 睡眠のお話 助産師と 離乳食講座 ことばの相談 ママと カレンダー製作

～ベビーダンス～ ～ねんね おしゃべりタイム （完了期） 10：00～15：00 赤ちゃんの 10：00～11：00

10：00～11：00 トレーニング～ （受付は11時まで） 10：00～11：00 はじめて講座③

10：00～11：00 10：00～11：50 栄養相談 9：30～11:15

12：30～15:00

30 31

   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　1歳半までの子どもの母親
　 ＊予約　要予約6人(抽選　締切5/12)

   ＊対象　首がすわった4か月～2歳の子どもと父親

　 ＊予約　要予約各6人(抽選　締切5/17）

   ＊対象　1歳半までの子どもの親

6月2日、9日、16日、23日、30日、7月7日

全6回　毎週水曜日
ママ同士でリラックスしてお話しましょう！

5月19日（水）
助産師さんによる言い聞かせ卒乳のコツや

ケア方法についてのお話です。

※5月の講座は5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。

　 ＊予約　要予約6組(抽選　締切5/11)

言い聞かせ卒乳のお話

   ＊対象　妊娠中の方と家族

～エコー写真でアルバム作り～    ＊対象　2歳までの子どもの母親
　 ＊予約　要予約各6人(先着）

エコー写真で、オリジナルの 　　　　　5/1から受付を開始いたします。

アルバムを作りましょう！

　　　　　　　5月16日(日）

   ＊時間　10:00～11:15

　　　　　　　5月15日(土）
子どもの便秘について、看護師さんの

   ＊時間　10:00～11:00 NP講座

マタニティ講座    ＊時間　9:30～11:00

わかりやすいお話です。

   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　要予約7組(抽選　締切5/10)

5月26日（水）
栄養士さんによる完了期のお話です。

看護師講座～便秘のお話～    ＊時間　10:00～11:00

言語聴覚士さんによるお話です。    ＊対象　0歳の子どもの親
子どもとの関わるヒントを聞こう！

   ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　1歳半までの子どもと家族 離乳食講座（完了期）

ありがとうWEEK
9：00～16:00

　 ＊予約　要予約7組(抽選　締切5/6)

5月
ありがとうWEEK パパ講座～ベビーダンス～

5月7日（金）～8日（土） 5月23日（日）
ママへお花のボードを送りましょう！ パパとベビーダンスを楽しもう！

   ＊時間　9:00～16:00    ＊時間　10:00～11:00
   ＊対象　就学前の子どもと家族
　 ＊予約　当日先着40組 　　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00 　 ＊予約　要予約各6組(抽選　締切5/16）

ことばの発達講座 5月24日（月）
～言葉を話す前からできること～ 助産師さんによるねんねトレーニングのお話です。

5月10日（月）    ＊時間　10:00～11:00

　（ 2日間で全40組。なくなり次第終了） Tel  099-266-6501 HP　https://www.tanikkorin.jp
Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp 睡眠のお話～ねんねトレーニング～

南部保健センターからのお知らせ

講 座イベント・講座

＜育児教室のご案内＞

・対象：2020年11月～2021年2月生まれのお子さん

・日時：5月25日・6月1日・6月8日の3日間

13時30分～15時30分（定員20組）（先着順）

・内容：親の役割・親と子のきずな、歯科保健、子どもの病

気・事故防止、発育としつけ、家族計画、赤ちゃんの食事、

交流会

・持ってくる物：母子健康手帳、筆記用具、バスタオル

・場所：南部保健センター

・申込方法：南部保健センターへ電話で申込み

（申込みは5月13日から開始）

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。
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日にち 時間 参加費 申込み

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

抽選締切6/20

おともだちいっぱい 17日（木） 10:00～11:00 1歳の子どもと親 無料
要予約7組

抽選締切6/10

歯科講座 24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6/17

災害に備えよう！ 22日（火） 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6/15

6月の予定 ※申込みは6月１日から受付ます。
イベント・講座 対象

アロマでリラックス 11日（金） 10:00～11:00 就学前の子どもの母親
材料費
500円

要予約6人
抽選締切6/5

13:00 14:00

17日(月） 10:00 11:00 13:00 14:00

11日(火） 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

助産師とおしゃべりタイム 25日(火）

栄養相談
※要予約

10：00～11：50（当日受付10：00～11：00）

26日(水） 12:30 13:20 14:10

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）

※要予約 27日(木） 10:00 11:00 13:00 14:00

13:00 14:00

5月の相談
6日(木） 10:00 11:00

こころの相談
(子どもの情緒・
子育て不安など）

※要予約
22日(土）

看護師さんのお話たにっこりんのつぶやき

*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。

★「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10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）

℡ ０９９－２６８－２３１５

おすすめ絵本

『マスクを とったら』
作/いりやま さとし 出版社/講談社

「マスクを取ったら何したい？」大きなお口で大あく

び？でっかい声でさけびたい？みんなで一緒にご飯

を食べたい？コロナ禍の明けた後にやりたいことを、

いろんな動物が元気いっぱい答えます！この一冊を

きっかけにマスクを取ったら何がしたいかみんなで話

し合ってみるのはいかがでしょう。それが、今をがん

ばる力になるかも！

赤ちゃんの頃から来ている2歳の

女の子。お弁当を食べた後に苦

手な歯磨きを、いつも頑張って

います。うがいをする時にコップ

に入ったお水をこぼしてしまい

ました。保育士が拭いている姿

をみて「タオルちょうだい」と手

を出す女の子。後始末もしっかり

する姿を見て「おねえちゃんに

なったな～」と成長を感じた一コ

マでした♫

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。

1日5分の外気浴

外遊びやお散歩が楽しい季節になり

ました。外の新鮮な空気や日光を適

度に浴びると自律神経が整えられ、

体の抵抗力や骨の成長が促されます。

外に出る時は帽子や日焼け止めで紫

外線対策を忘れずに。

外気浴を積極的に取り入れて毎日元

気で健康に過ごしましょう！


