※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。

申込が必要な抽選の講座
ありがとうDAY！
4/22～申込 5月6日（金）
申込人数に達している場合があります。
ご予約希望の方はお問い合わせください。
Welcome かごしま!!
5月16日（月） 親子同室
谷山地域に転入して1年未満の皆さんお話しましょう

鹿児島の情報をみんなでシェアしませんか？

＊対象
＊予約

就学前の子どもと家族
要予約6組（抽選 締切5/9）

5月
鹿児島市西谷山1丁目３番２号
開館時間：9:00～17:00
Tel 099-266-6501
HP https://www.tanikkorin.jp
Fax 099-266-6502
E-mail tanikkorin@kagoshima-swc.jp
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
FAMILY
DAYS!!
当日先着
20組

8
パパ講座

応急処置をみんなで学びましょう
5月22日（日） 公用託児
谷山分遣隊から消防士さんがきます！！
＊対象 就学前の子どもの父親
＊予約 要予約6名（抽選 締切5/15）

誕生会
9:00～11:00
（カード配布＆
写真コーナー）

当日先着

ハーフバースデー

20組

9

13:30～14:30

10

11

ありがとう

10:00～15:00

16

17

Welcome

身体測定

かごしま！！

9:00～10:00

18

13

14

ママと

壁面製作

赤ちゃんの

10:00～11:00

はじめて講座①

当日先着

9：30～11:15

32組

20

21

ママと

受付

22

23

24

25

26

27

睡眠のお話

ことばの相談

離乳食講座

ママと

応急処置

ねんねトレーニング

10:00～15:00

言い聞かせ
卒乳のお話

10:00～11:00

10:00～11:00

栄養相談

カレンダー作り
10:00～11:00

当日先着
32組

30

5月生まれの誕生会
5（木） 9:00～11:00
カード配布・写真撮影
スマホの準備お願いします！

“ 子育て

終了です

パパ講座

12:30～14:55

FAMILY DAYS!!
1（日） 10:00～15:00 研修室にて
2（月） 10:00～15:00 研修室にて
当日先着20組 数に達したら終了
ゆらゆら こいのぼりを作ります。

赤ちゃんの
9：30～11:15

(完了期）

壁面製作
5/14（土） 10:00～11:00 研修室にて
当日先着32組 トトロの雨宿りを作ります！

5/

終了です

はじめて講座②

10:00～11:00

感染症対策の為、衣服は着用したまま行います。

5/
5/

10:40～11:10

19
10:00～12:00

相談室にて
相談室にて

ＤＡＹ！

こころの相談 助産師相談
10:00～15:00

身体測定
5/ 3（火）14:00～15:00
5/17（火） 9:00～10:00

10:00～10:30

12

10:00～11:00

29

＊対象 1歳半までの子どもの母親
＊予約 要予約6名（抽選 締切5/19）

身体測定
14:00～15:00

受付

15

春ちゃん先生からお母さんたちに伝えたいお話です

DAYS!!

10:00～15:00

ねんねトレーニング
5月23日（月） 公用託児
良質な睡眠ってどんな眠り？
＊対象 0歳の子どもの親
＊予約 要予約6名（抽選 締切5/16）

言い聞かせ卒乳のお話
5月26日（木） 公用託児

FAMILY

ことばの相談 こころの相談

睡眠のお話

離乳食講座（完了期）
5月25日（水） 公用託児
完了期はどんな感じ？にお答えします。
＊対象 1歳半までの子どもの親
＊予約 要予約6名（抽選 締切5/18）

申込が不要な当日先着のイベント

28

ハーフバースデー！
5/ 5（木）13:30～14:30 ママパパルームにて
写真コーナーでお祝いしよう！
スマホの準備お願いします！

赤ちゃんの

10:00～11:00 はじめて講座③
9：30～11:15
受付

終了です

31
※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。

カレンダー製作
5/29（日） 10:00～11:00 研修室にて
当日先着32組 雨が大好きカエル作ります！
*メールで講座の申込みをされる場合は、HP内の
お問い合わせフォームをご利用ください。
受付完了後、必ず返信があります。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。

5月の専門相談
こころの相談
（子どもの情緒・子育て不安など）
10日（火）10:00 11:00

ことばの相談

13:00

（ことばが遅い・吃音など）
9日（月）・24日（火）
10:00 11:00 13:00 14:00

14:00

助産師相談
産後の身体や体調のことなど）
19日（木）
10:00 10:40 11:20

18日（水）10:00 11:00
13:00 14:00
要予約

要予約

・対象:2021年11月～2022年2月生まれのお子さんを持つ、初めて育児をするご家族
・日時:5月24日・5月31日・6月7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）
・問合せ電話番号:099-268-2315（南部保健センター）

日光には皮膚を強くしたり体内リズム
を整える大切な役割があります。
しかし大量に浴びると一時的に免疫力
が低下し、体調を崩しやすくなるので、
外に出るときは帽子をかぶり、
こまめに日焼け止めをつけましょう。
日焼け止め一回の量（薄く伸ばす）
・クリーム状（パール粒×2個分）
・液状（1円硬貨大×2枚分）
お湯やせっけんで簡単に落ちる
日焼け止めを選ぶようにしましょう。

12:30

13:20

14:10

要予約

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

南部保健センターからのお知らせ

鹿児島は紫外線が
気になる季節到来です！

（栄養面・偏食・アレルギーなど）
25日（水）

要予約

育児教室のご案内

たにっこりん職員による

栄養相談

（夜泣き・授乳・卒乳

*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、
お子様の名前、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、その旨をお知らせください。
※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）

へいわとせんそう
たにかわしゅんたろう/ぶん
Noritake/え

戦争が恐ろしいこと、
悲しみや憎しみしか生まれないこと、
少し日本より遠い国で今、起きてい
ること、幼い子にわかるように伝え
ることは難しいものです。
自分たちの現状と対比しながら
シンプルな言葉で描かれている
絵本です。

6月の講座
イベント・講座

※申込みは6月１日から受付ます。
対象
日にち
時間

募集人数

助産師とおしゃべりタイム

13日（月）

10:00～12:00

就学前の子どもと親
11:00までに受付をしてください。

おともだちいっぱい
（全3回）

15・22・
29日（水）

10:00～11:00

２歳の子どもと親

７組

お話し会とふれあい遊び
（国際大学ゼミ）

24日（金）

10:00～11:00

就学前の子どもと家族

５組

パパ講座
パパと楽しくリトミック♪

26日（日）

10:00～11:00

1～2歳の子どもと父親

７組

当日先着

