
　　　＊時間　10:00～11:00

   　　＊対象　就学前の子どもの親 日 月 火 水 木 金 土
　　　＊予約　要予約5人（抽選・締切7/1） 1 2

壁面製作

10:00～11:00

　　　＊時間　　　9:15～9:45

 　　　　　　　　10:00～10:30

  　　　　　　　　　10:45～11:15 3 4 5 6 7 8 9
   　　＊対象　就学前の子どもと親 こころの相談 ことばの相談 身体測定 七夕交流会 NP講座① ことばの発達講座 ミニ六月灯

　　　＊予約　要予約各6組（抽選・締切7/2） 13:00～15:00 10:00～15:00 14:00～15:00 9:45～10:45 9:30～11:00 10:00～11:00 9:15～9:45

受付終了 受付終了 10:00～10:30

10:45～11:15

10 11 12 13 14 15 16
　　　＊時間　10:00～11:00 パパあつまれ 離乳食講座 こころの相談 チャイルドシート NP講座② ことばの相談

  　　 ＊対象　1歳の子どもと父親 10:00～11:00 （中期） 10:00～15:00 　　　講習会 9:30～11:00 10:00～15:00

　　　＊予約　要予約７組（抽選・締切7/3） 10:00～11:00 10:30～10:50 受付終了

栄養相談

12:30～15:00

17 18 19 20 21 22 23
身体測定 トイレトレーニング NP講座③

　　　＊時間　10:00～11:00 9:00～10:00 のお話 9:30～11:00

  　　 ＊対象　0歳の子どもの親 10:00～11:00 受付終了

　　　＊予約　要予約6人（抽選・締切7/4）

24 25 26 27 28 29 30
助産師相談 カレンダー製作 こころの相談 NP講座④ お話会と

10:00～12:00 10:00～11:00 10:00～12:00 9:30～11:00 ふれあい遊び

　　　＊時間　10:00～11:00 受付終了 （国際大ゼミ）

31 10:00～11:00

　　　＊予約　要予約6人（抽選・締切7/13）

　　研修室にてひまわりを作ります

ミニ六月灯

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

7/26（火）10:00～11:00

当日先着３２組

研修室にておばけを作ります

言語聴覚士さんによるお話です

　7月9日（土）

　　          7月11日（月）   公用託児
疑問や悩みなど離乳食について栄養士さんがお答えします

   　　＊対象　１～２歳の子どもの親

当日先着7組

鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00

壁面製作

チャイルドシート講習会
7/13（水）10:30～10:50

Tel   099-266-6501 HP　https://www.tanikkorin.jp

7/2（土）10:00～11:00

身体測定ことばの発達講座
   7/5（火）14:00～15:00　　　　　　7月8日（金）　公用託児
7/19（火）9:00～10:00

Fax  099-266-6502 E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

７月生まれの誕生会
7/22（金）　9:00～11:00　

ハーフバースデー
7/22（金）13:30～14:30

対象児：2022.1月生

カード配布・写真撮影
研修室にて

感染症対策のため衣服は着用したままで相談室にて行います

　　　　　当日先着３２組

いつから始める？進め方などについてのお話です

写真撮影コーナーはママパパルームにて

カレンダー製作

トイレトレーニングのお話
　　　　　　7月20日（水）　公用託児

パパあつまれ

お父さん同士でお友だち作りの機会になります♡

　　　　　　7月10日（日）きょうだい託児あり

離乳食講座（中期）   

申込が必要な抽選の講座

*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、返信いたします。抽選講座の場合は、参加決定の方にのみ、電話にて

連絡いたします。

公用託児とは？
親のみ参加の講座はお子様

を託児室にてお預かりしま

す。公用託児は無料です。

安心してゆっくり講師のお

話を聞いたり質問できます。

専門相談の際にもご利用い

ただけます。

申込が不要な当日先着のイベント

☆７月の講座は7/1より受付をします。

申込みは開館時間内にお願いいたします。
ヨーヨー釣り

金魚すくい

お面…３つの

コーナーがあります♪

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


日時 申込

7月の相談日

11:00

原則毎日

13:00

13:00

11:00

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口

助産師相談
※要予約

栄養相談
※要予約

こころの相談
（子どもの情緒・
子育て不安など）

※要予約

ことばの相談
（ことばが遅い・

吃音など）

※要予約

　4日(月) 10:00 11:00

1時間（予約不要）

13:00 14:00

14:0015日(金) 10:00

10:40

13:00

13:20

11:20

12日(火) 10:00 11:00

夏のコンサート 11日（木）
10:00～11:00

７人
受付：7/19～7/29

５組
受付：7/20～7/31

7組

（抽選）

6組
（抽選）

妊娠中の方と１歳までの母親

妊娠中の方と家族

就学前の子どもと家族

就学前の子どもと家族

対象イベント・講座

まんまる育児

マタニティ講座
～赤ちゃんのはじめてのお風呂～

交通安全教室

5日（金）
10:00～11:00

7日（土）
10:00～11:00

8日（月）
10:00～11:00

★8月の予定★

14:00

10:00

11日(月) 12:30

27日(水) 10:00

14:00　3日(日)

14:10

25日(月)

☆南部保健センターからのお知らせ☆
熱中症予防×コロナ感染防止について

本格的に暑い季節がやってきました。

夏はマスク着用により、皮膚からの熱が逃げにくくなったり

気づかないうちに脱水になるなど熱中症のリスクが高まると

いわれています。屋外では人と２ｍ以上離れていれば十分な

距離が保てているため、無理せずマスクをはずしましょう。

また、乳幼児は体温調節機能が十分に発達しておらず熱中症

のリスクが大人より高いので、のどが渇いていなくてもこま

めに水分補給をしましょう！日頃から適度に外遊びをさせて

暑さに慣れさせましょう。

南部保健センター ℡ 099-268-2315

★一時預かりのご案内★
たにっこりんでは一時預かりを行っています。仕事・買い物・リフレッシュ

兄弟の用事・通院など必要な時にご利用いただけます。

利用の仕方や空き状況についてはスタッフにお尋ねください。

利用された方のコメント

お預かりの様子

☆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）

おしらせとおねがい

看護師さんのお話

あせものお話
汗の出る穴が詰まり、皮膚の内側に汗

が詰まって炎症が起こる症状で、細か

く赤い発疹が出ます。綿などの吸湿

性・通気性のある衣服を選び、汗をか

いたらこまめに拭き、衣服を着替えさ

せるのが一番の予防方法です。シャ

ワーや沐浴などスキンケアで治まるこ

ともありますが、かゆみのある時は冷

たいタオルで冷やすなど、なるべくか

かないようにしてあげましょう。

週に１回程度買い物をしたり自

分のリフレッシュに利用してい

ます。ストレスを溜めずニコニ

コママでいるための大切な時間

です。（2歳女児母）

お友達と遊んだり普段家で２人

きりの時はなかなかできない経

験もさせてもらえてとっても素

敵な時間になってます。

（1歳女児母）

上の子の時には預けることに抵

抗を感じる風潮でしたが、子育

てをしていくうちにお母さんも

子どもも両方笑顔で過ごせる方

法はどれかな？と考えるように

なりました。母と子の２人で育

児をしていると専門的な面から

の気付きが必要なこともあるの

でそのような点からも伝えても

らう機会となっていつもサポー

トしてもらっています。

（1歳男児母）

申込は8/1からで

すが、７月中に受

付が始まる講座も

ありますのでご確

認を。

お昼寝
遊び

食事


