
日 月 火 水 木 金 土
1 2

壁面製作

10:00～11:00

　当日先着

32組

3 4 5 6 7 8 9
こころの相談 ことばの相談

10:00～12:00 10:00～15:00

身体測定

14:00～15:00

10 11 12 13 14 15 16
こころの相談 栄養相談 トイレトレーニング

10:00～15:00 (zoom) のお話

10:00～15:00 10:00～11:00

17 18 19 20 21 22 23
パパ講座 助産師と 身体測定 療育って こころの相談

～パパあつまれ～ おしゃべり 9:00～10:00 なぁに？ 13:00～15:00

10:00～11:00 タイム 10:00～11:00

10:00～11:50

24 25 26 27 28 29 30
小さなこどもの ことばの相談 カレンダー作り

ためのコンサート 10:00～15:00 10:00～11:00

10:00～10:20 当日先着 　

10:40～11:00 32組

31

     ※申し込みは受付窓口、電話のみ（メール不可）
     ※大人参加1名のみとさせて頂きます

　ハーフバースデー
　10月22日(金)　　　13:30～14:30　ママパパルームにて

　　　ポスター配布・写真コーナー

おともだち
いっぱい

10:00～11:00

   又は、来館時にお願いいたします。

　かけっこや体操など体を動かしてメダルをもらおう！

   ＊時間　9:30～9:50　（2歳）

  10月8日（金）

身体測定

※写真コーナーは9:00～11:00までになります

　カレンダー製作
　10月29日(金)　10:00～11:00　研修室にて

きのこを作ります♬

   ＊対象　就学前の子どもと家族

10月21日（木）

10月
　　　保育士がわかりやすくお話します

10月16日（土）

　鹿児島県こども総合療育センターの方から

療育ってなぁに？

鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00

Fax  099-266-6502

10月17日（日）

運動会ごっこ
9：30～9：50

(2歳)
10：00～10：20

(1歳)

10：30～10：50
（0歳）

男性保育士による講座です
パパ友作りのきっかけになるかも♫

   ＊対象　1歳の子どもと父親

Tel  099-266-6501

　療育についてのお話です

   ＊時間　10:00～11:00

   ＊時間　10:00～10：20

   ＊対象　9か月～11か月の子どもと親

10月24日（日）

ことばの発達講座
～ことばを話すために大切なこと～

  言語聴覚士さんによるお話です
   　　子どもと関わるヒントを聞こう！

※10月の講座は10月1日より受付をします。申込は開館時間内に電話かメール、

誕生会
9：00～12：00
（カード配布＆
写真コーナー）
ハーフバースデー

13：30～14：30

E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

10月28日（木）

運動会ごっこ

   　　　　10/1～申し込み開始

   ＊予約　要予約各4組(抽選・10/17)

   ＊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10/21）   ＊予約　要予約６人（抽選・締切10/9）

パパ講座～パパあつまれ～

   　　　　10:00～10:20（1歳）
   　　　　10:30～10:50（0歳）
   ＊予約　要予約各6組（先着）

   ＊時間　10:00～11:00

楽しくお喋りしましょう♬

おともだちいっぱい

　　　　何から始めたらいいのかな？

   ＊対象　1～2歳の子どもの親

   ＊予約　要予約７組（抽選・締切10/10）

HP　https://www.tanikkorin.jp

   ＊対象　療育を考えている2歳までの子どもの親

   ＊予約　要予約６人（抽選・締切10/13）

　　　トイレトレーニングのお話

   ＊時間　10:00～11：00

10月20日（水）

   ＊時間　10:00～11:00

ことばの
発達講座

～ことばを話すた
めに大切なこと～

10：00～11：00

　10月４日（月）14:00～15:00　相談室にて
　10月19日（火）９:00～10:00　相談室にて

壁面製作
　10月２日(土)　10:00～11:00　研修室にて

きつねを作ります♬

　　10月生まれの誕生会
　10月22日(金)　　　9:00～12:00　カード配布

9～11か月のお子さんとママたちで

   ＊予約　要予約７組（抽選・締切10/14）

音楽を楽しみましょう♬
楽器の音色に癒されお子さんと一緒に

           10:40～11：00

小さな子どものためのコンサート

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。

申込みが必要な抽選の講座

申込みが必要な先着のイベント

申込みが不要な先着のイベント

鹿児島市南部親子つどいの広場

注）当日先着

で はありません

http://www.tanikkorin.jp/
http://www.tanikkorin.jp/
http://www.tanikkorin.jp/
mailto:tanikkorin@kagoshima-swc.jp
mailto:tanikkorin@kagoshima-swc.jp
mailto:tanikkorin@kagoshima-swc.jp
mailto:tanikkorin@kagoshima-swc.jp
http://www.tanikkorin.jp/


　

　

11:00

14:00

　※相談受付は11:00まで

11月の予定10月の相談日

助産師とおしゃべりタイム 18日(月)

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口
原則毎日

5日(火）

10:00

14:0010:00

25日(月）

ことばの相談
（ことばが遅い・

　　　　吃音など）
※要予約

　(当日受付10:00～11:50)

10:00

こころの相談
(子どもの情緒・

   子育て不安など）
※要予約

23日(土）

14日(木）栄養相談(zoomでの相談)
※要予約

1時間（予約不要）

13:00

13:00 14:00

11:00 13:00

11:00 13:00

11:00

 12日（火）

14:00

4日(月）

10:00

10:00

11:00

14:00

13:00

たにっこりん 一時預かりのご案内

・利用対象…生後2カ月から小学校就学前の子ども

・利用時間…午前9時～午後4時30分

・基本料金…1人1時間500円（同じ世帯で預ける場合、2人目以降は50％減額）

・予約…市内在住の方はお預かり日の2週間前から予約可能

市外在住の方はお預かり日の1週間前から予約可能

※託児利用にあたっては事前に面接が必要です

「今日は一人の時間がほしいなぁ・・・」

「いつも家で二人きりだからお友達と関わる機会がほしいなぁ…」

などの理由で託児を利用されても大丈夫です♪どうぞお気軽にご利用下さい☆

皆さんどんな時に利用してるの？

✿歯医者・産婦人科など病院受診

(体調不良除く)

✿美容室 ✿リフレッシュ

✿上の子の学校行事

✿買い物・掃除などの家事

など

事前面接とは？

所定の書類に記入後、予防接種の状況・アレルギーがない

かなどお子さんの様子を把握するために聞き取りをしていま

す。

たにっこりんマルシェ

✿日にち 11月1日(月)

✿時間 9:15～9：45

10:00～10:30

10:45～11:15

✿対象 就学前の子どもと家族

✿参加費 無料

✿申し込み 要予約各5組

先着10/25～

申し込み開始

離乳食講座（完了期）

✿日にち 11月10(水)

✿時間 10:00～11:00

✿対象 1歳半までの子どもの親

✿参加費 無料

✿申し込み 要予約6人

抽選締切11/3

10/27～

申し込み開始

作業療法士講座

✿日にち 11月17日(水)

✿時間 10:00～11:00

✿対象 就学前の子どもと家族

✿参加費 無料

✿申し込み 要予約7組

抽選締切11/10

今年9月から母子手帳アプリ「まぐまっこアプリ」の配信が始まりました！

妊娠・出産・子育ての記録・予防接種の管理など、これからの子育てに役立つ機能が沢山あります♬

違う端末でも情報共有できるので、パパやおじいちゃん、おばあちゃんにも共有できます（利用料金：無料）

詳しくはチラシをご覧ください。

※このアプリは電子ならではの便利な機能を使って紙の母子手帳を補完するものです。

健診や予防接種の時は母子手帳が必要です。

南部保健センターからのお知 らせ

『まぐまっこアプリ』

お友達との関わりの

中で色んな事が学

べますよ♬

自分でご飯も食べ

られるようになる

かも♡

なにしてあそぶ？

ママのごはんおいしい♡


