
日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
身体測定 壁面製作

14:00～15:00 10:00～11:00

9 10 11 12 13 14 15
こころの相談 NP講座① トイレ 離乳食講座

10:00～15:00 9:30～11:00 トレーニング （中期）

のお話 10:00～11:00

10:00～11:00 栄養相談

12:30～15:00

16 17 18 19 20 21 22
ことばの相談 身体測定 子どもの目のお話 NP講座② Beauty Aroma

10:00～15:00 9:00～10:00 10:00～11:00 9:30～11:00 ～アロマできれいに～

こころの相談 10:00～11:10

10:00～15:00

23 24 25 26 27 28 29
パパ講座 鹿児島国際大学の おともだちいっぱい NP講座③ ことばの相談 カレンダー製作

～パパあつまれ～ お兄さんお姉さんと 10:00～11:00 9:30～11:00 10:00～15:00 10:00～11:00

10:00～11:00 あそぼ！

10:00～11:00 　

30 31
ようこそ！ 助産師相談

おはなしの世界へ♪ 10:00～12:00

①10：00～10：30

②10：40～11：10

   ＊予約　要予約先着5組（当日先着ではありません）

鹿児島国際大学のお兄さんお姉さんとあそぼ！

   ＊時間　10:00～11:00

   ＊対象　就学前の子どもと家族

お正月あそび

2月4日（金）

   ＊対象　就学前の子どもと家族

節分会
2月2日（水）

   ＊時間　①9:15～9:45

   ＊予約　要予約各5組（抽選・締切1/26）
　　　　　　

言い聞かせ卒乳のお話

   ＊時間　10:00～11:00

壁面製作

   　　　　②10:00～10:30
   　　　　③10:45～11:15

身体測定

   ＊時間　９:00～

1月15日（土）

パパ講座～パパあつまれ～

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

1月19日（水）

   ＊対象　就学前の子どもの親

Tel  099-266-6501

   ＊時間　10:00～11:00

E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

1月14日（金）

子どもの目のお話

   ＊対象　１歳半までの子どもの母親

トイレトレーニングのお話

　　1月生まれの誕生会

   ＊対象　5～8か月の子どもと親

   ＊時間　10:00～11:00

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

　

   ＊予約　要予約6人（抽選・締切1/13）

               1月22日（土）
   ＊時間　10:00～11:10

   ＊予約　要予約6人（抽選・締切1/15）

1月26日（水）
おともだちいっぱい

   ＊時間　①10:00～10:30
パネルシアターなどによるお話を楽しみましょう

ようこそ！おはなしの世界へ♪
1月30日（日）

   ＊対象　就学前の子どもと家族 ※1月の講座は1月4日より受付をします。申込は開館時間内に電話かメール、

   ＊予約　要予約7組（抽選・締切1/19）

   ＊対象　2歳の子どもと父親
   ＊予約　要予約７組（抽選・締切1/16）

   又は、来館時にお願いいたします。   ＊予約　要予約各5組（抽選・締切1/20）

ペンギンを作ります♬

　カレンダー製作

白くまの鬼のパンツを作ります♬

離乳食講座（中期）

   ＊時間　10:00～11:00

　　　　　　　②10:40～11:10

   ＊時間　10:00～11:00

休館日

休館日休館日

1月23日（日）

   ＊対象　就学前の子どもの母親

   ＊予約　要予約6人（抽選・締切1/8）
   ＊対象　0歳の子どもの親

ハーフバースデー

Beauty Aroma～アロマできれいに～

   ＊時間　10:00～11:00

　1月4日（火）・5日（水）

   ＊予約　要予約6人（抽選・締切1/9）
   ＊対象　1～2歳までの子どもの親

　　　ポスター配布・写真コーナー
　1月21日(金）　13:30～14:30　ママパパルームにて

※写真コーナーは9:00～11:00までになります

　1月21日(金)　9:00～11:00　カード配布

　1月29日(土)　10:00～11:00　研修室にて

　1月８日(土)　10:00～11:00　研修室にて

　1月18日（火）９:00～10:00　相談室にて

　1月４日（火）14:00～15:00　相談室にて

   ＊予約　要予約各12組（当日先着）

   ＊予約　要予約各6人（抽選・締切１/28）

１月２４日（月）

   ＊対象　就学前の子どもと家族

HP　https://www.tanikkorin.jp

1月

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

※密を避けて遊んでいただくために、広場の人数制限やイ

ベント時は「みんなであそぼう」を、お休みする場合があ

ります。ご了承ください。

※おしらせ※

来月２月１２日（土）は、館内メンテナンスのため休館となります。

申込開始

1/19～

大人参加１名

各ご家族１回

※時間指定は

できません

お正月あそび

各ご家族１回

申込開始

1/18～

材料費500円

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/


　

　

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口

1月の相談日

こころの相談
(子どもの情緒・

      子育て不安など）
※要予約

10:00 10:40

14:00

助産師相談
※要予約

31日(月)

12:30

28日(金)

ことばの相談
（ことばが遅い・

　　　　吃音など）
※要予約

13:2015日(土)
栄養相談
※要予約

11:00 13:00

13:0011:00

14:10

10:00

原則毎日

19日(水)

1時間（予約不要）

14:00

10:00

10:00 14:00

11:00 13:00

17日(月) 11:00 13:00

11日(火)

※ 申し込みは２月１日から受け付けます。

14:00

11:20

10:00

２月の予定
わらべうたと読み聞かせ

✿日にち ２月27日（日）

✿時間 10:00～11:00

✿対象 就学前の子どもと家族

✿参加料 無料

✿申込み 要予約7組

親子で楽しくリトミック♪

✿日にち 2月16日(水)

✿時間 10:00～11:00

✿対象 1～2歳の子どもと家族

✿参加費 無料

✿申し込み 要予約各7組

パパ講座

～パパとエクササイズ～

✿日にち 2月20(日)

✿時間 10:00～11:00

✿対象 2～3歳の子どもと父親

✿参加費 無料

✿申し込み 要予約7組

理学療法士講座

～立つ・歩く・走る頃の発達のお話～

✿日にち 2月24日(木)

✿時間 10:00～11:00

✿対象 就学前の子どもの家族

✿参加費 無料

✿申し込み 要予約6人

１月２５日（火）、２月１日（火）、２月８日（火）

時間：１３：３０～１５：３０

場所：南部保健センター

対象：生後２～６か月頃のお子さんを持つ、初めて育児をするお母さんとその家族

（２０２１年７月～１０月生まれまで）

受講料：無料

予約：要予約（先着順２０組） 問い合わせ先：南部保健センター

※申し込みは１月１３日～となります。 ☎099-268-2315

南部保健センターからのお知らせ

『育児教室のご案内』

看護師さんのお話

《手足口病》

急性のウイルス性疾患。

乳幼児や小児に多く見られます。

３～５日の潜伏期間を経て発症。

手・足・口の中に水泡性の発疹がみられ、

３８℃以下の発熱を伴う場合もあります。

通常３～７日経過後消退し、

自然治癒します。

ですが免疫が低下している状態なので外出

はなるべく控えて自宅で安静に

保ちましょう。

たにっこりんのつぶやき

いつも楽しく遊びに来てくれる１歳の女の子。

家族みんなで遊びにきていた日の事。

３歳のお姉ちゃんと一緒にパズルをあそび終えると

「〇〇〇」とママと保育士に何か訴えています。

「おめかし？」「おなか痛い？」と大人たちは何と

言っているか必死で考えます。色々聞いても全然

違う・・・。３歳のお姉ちゃんに「〇〇ちゃん何て

言ってる？」と聞くと「あおむしのパズル？」と

１歳の女の子に聞いていました。

すると、「うん！」と頷き

すぐに解決。

姉妹の心が通じ合う

ひとときでした。

助産師さんのお話

《鮭と白菜の豆乳スープ》

〈材料〉

・白菜・・・1/8（約350g）

・玉ねぎ、しめじ・・・1/2個

・鮭缶・・・1缶 ・水・・・100㎖

・豆乳・・・300㎖ ・みそ・・・大1

〈作り方〉

①鍋に玉ねぎ、しめじ、白菜、鮭、水の順に

入れ、弱火で15分火にかける。

②中火にし、豆乳を加え煮立たせる。

③みそを溶かし入れ、完成。

栄養価の高い鮭を手軽

に缶詰で摂取♪また、

スープにすることで身

体もポカポカ。冬に

ぴったりのレシピです


