
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

ことばの相談 こころの相談 壁面製作

10:00～15:00 10:00～12:00 10:00～11:00

　当日先着

32組

5 6 7 8 9 10 11
助産師と 身体測定 栄養相談 クリスマス 子どもの こころの相談

おしゃべり 14:00～15:00 10:00～15:00 リース作り 食事について 13:00～15:00

タイム 10:00～11:00 のお話

10:00～11:50 10:00～11:00

12 13 14 15 16 17 18
親子で一緒に 孫育て講座 こころの相談 ハローワーク ことばの相談 カレンダー製作

バルーンアート ～こま作り～ 10:00～15:00～就活応援講座～10:00～15:00 10:00～11:00

10:00～11:00 10:00～11:00 10:00～11:00 当日先着

32組

19 20 21 22 23 24 25
パパ講座 鹿児島国際大学の 身体測定 歯科講座

キッズ お兄さん ９:00～1０:00 10:00～11:00

スキンシップ お姉さんと

10:00～11:00 遊ぼう

10:00～11:00

26 27 28 29 30 31

休館日 休館日 休館日 　

   ＊予約　要予約7組(抽選・締切12/13)

親子で一緒にバル-ンアート

HP　https://www.tanikkorin.jp

孫育て講座～こま作り～

クリスマスリース作り

   ＊予約　要予約６人（抽選・締切11/22より12/2締切）

   ＊時間　10:00～11:00

E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

誕生会
9：00～11：00
（カード配布＆
写真コーナー）

ハーフバースデー
13:30～14:30

   ＊時間　10:00～11:00

   ＊対象　就学前の子どもの親

12月9日（木）

   ＊対象　2歳～就学前の子どもと家族

親子で風船が形を変えていく様子を楽しみましょう

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

　※12月の講座は12月1日より受付をします。
　　申し込みは開館時間内に電話かメール、来館時にお願いいたします。

   ＊対象　就学前の子どもと家族

身体測定

12月17日(金)9:00～11:00　カード配布・写真コーナー

　ハーフバースデー

   ＊対象　就学前の子どもと祖父母（親も同伴可）

12月15日（水）

   ＊予約　要予約５組（抽選・締切12/6）

   ＊予約　要予約6人（抽選・締切12/10)

ハローワーク就活応援講座

   ＊対象　就学前の子どもの親

   ＊時間　10:00～11:00

   ＊予約　要予約６人（抽選・締切11/24より12/3締切）

   ＊時間　10:00～11:00

   ＊材料費　500円

クリスマスウィーク

12月17日(金)13:30～14:30　ママパパルームにて

12月　7日（火）14:00～15:00

12月21日（火）　９:00～10:00　

12月21日(火)～12月24日(金)

親子で一緒にクリスマスツリー作りを楽しみましょう

   ＊時間　21・22日　13:00～15:00(各20組)

　　1２月生まれの誕生会

　

子どもとふれ合って心地よい時間をすごしましょう

   ＊対象　1歳～2歳の子どもと父親

   ＊材料費　100円

鹿児島国際大学のお兄さんお姉さんとあそぼう

ふれあい遊びなど一緒に楽しみましょう♪

   ＊時間　10:00～11:00

12月20日（月）

歯医者さんによる口腔ケアや

歯並びについてのお話です

歯科講座

12月22日（水）

   ＊予約　要予約6人（抽選・締切12/15）

   ＊時間　10:00～11：00

   ＊対象　就学前の子どもの親

カレンダー制作
12月18日(土)

10：00～11：00
研修室にて

くまさんのたこ揚げを作ります

　

壁面制作
12月4日(土)

10：00～11：00
研修室にて

しめ縄飾りを作ります   ＊時間　10:00～11:00

ハローワークの方による就活についてのお話です

   ＊予約 12/1～先着予約7組（定員になり次第終了)

子どもの食事についてのお話

   ＊予約　要予約　先着５組

※当日先着ではありません。

12月10日（金）

Tel   099-266-6501

パパ講座　キッズスキンシップ

12月19日（日）

おじいちゃんおばあちゃんとこま作りを楽しみましょう

   　　　　23・24日　　9:00～15:00(各20組)

   ※各ご家族で1個

12月13日（月）

12月12日（日）

栄養士さんと食についてお話しましょう

   ＊時間　10:00～11:00

   ＊対象　1歳～3歳の子どもの親 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

申込みが不要な先着のイベント

鹿児島市南部親子つどいの広場

クリスマスウィーク

12月たにっこりん
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　　　　　　(当日受付10:00～11:50) 　

　

１2月の相談日

14日(火)

８日(木)
栄養相談

※要予約

1時間（予約不要）

11日(土)

14:00

３日(金) 10:00

11:00

14:00

13:00

13:00

11:00 13:00 14:00

11:00 13:00

13:00

11:00

10:00

助産師とおしゃべりタイム ６日(月)

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口
原則毎日

２日(木)

10:00

14:0010:00

16日(木)

ことばの相談
（ことばが遅い・

　　　　吃音など）
※要予約

　※相談受付は11:00まで

10:00

11:00

14:00

こころの相談
(子どもの情緒・

       子育て不安など）
※要予約

南部保健センターからのお知らせ

SIDS対策強化月間

睡眠中に赤ちゃんが突然死亡する乳幼児突然死症候群(SIDS)という病気があります。

SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の３つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低

くなるというデータがあります。

①１歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう (医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合を除く)

②できるだけ母乳で育てましょう ③たばこをやめましょう
SIDSについて、詳しくは厚生労働省のホームページでご覧いただけます。 南部保健センター TEL099－268ー2315

トイレトレーニングのお話

日にち 1月14日（金）

時間 10：00～11：00

対象 1～2歳の子どもの親

申し込み 要予約6人

抽選締切1/4(火)～1/9(日)

看護師さんのお話

～嘔吐・下痢・ホームケア～

●何度も吐くとき

・飲食物は与えずに安静に過ごす

・嘔吐物による窒息を避ける為上体を起

こすか顔を横向きにして寝 かせる。

●吐き気が止まったら

・白湯・麦茶・野菜スープなどを一口

ずつゆっくり飲ませる。

・牛乳、ジュースは飲ませない。

●下痢のケア

・うんちを替える度にお尻をお湯で洗う

かシャワーで流す。

●下痢の時の食事

・お薦めはりんごのすりおろし、おかゆ

おじや、柔らかく煮た野菜スープ

・控えたい食材は、柑橘類、パン、

バ ター・チーズ、生野菜、繊維の多

い野菜

離乳食講座（中期）

日にち 1月15日（土）

時間 10:00～11:00

対象 0歳児の子どもの親

申し込み 要予約6人

抽選締切1/4(火)～1/8(土)

今月のつぶやき

広場に遊びに来ていた3歳の女の子。

「私、プリキュアだから！」と大好きなキャラクターになりきっています。

滑り台やブルーナボンボンで元気一杯遊んでいると、勢いよく転んでしまいました。

「大丈夫？！」とびっくりして声をかけると、「平気！プリキュアだから！」と元気

な返事をしてくれました。ケガもなく、一安心です。

転んでも自分で立ち上がれる強さをくれたプリキュアと痛さにも負けなかった女の

子の頼もしい一場面でした。

助産師さんのお話

肌寒い日が続いていますね。

今月は冷え対策についてご紹介します。

・食事には温かい汁物を取り入れる

・飲み物は常温またはホットのもの

・カイロや腹巻き、レッグウォーマー

などの活用

・適度な運動で身体を温める

※妊娠中の冷えはお腹の張りやむくみ

便秘を悪化させる可能性があるので

寒さ対策を行い、身体を温めましょ

うね。

NP講座
お母さん同士で何でも

自由にお話しませんか？

日にち 1月13、20､27日

2月3、10、17日

毎週木曜日

時間 ９：３０～１１：００

対象 ０～２歳の子どもの親

申し込み 要予約6人

12月1日～申し込み受付開始

定員になり次第締切

子どもの目の話

日にち 1月19日（水）

時間 10：00～11：00

対象 就学前の子どもの親

申し込み 要予約6人

抽選締切1/13(木)

Beauty Aroma

～アロマできれいに～

日にち 1月22日（土）

時間 10：00～11：00

対象 就学前の子どもの親

申し込み 要予約6人

抽選締切1/15(土)

参加費 500円

１月の予定


