
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

ことばの相談 身体測定 NP講座 まんまる育児

10:00～15:00 9:00～10:00 受付　終了です 10:00～11:00

10:00～12:00

　　

7 8 9 10 11 12 13
マタニティ講座 交通安全教室 こころの相談 NP講座 夏のコンサート 理学療法士講座 壁面製作

10:00～11:15 10:00～11:00 10:00～15:00 受付　終了です 10:00～11:00 10:00～11:00 10:00～11:00

14 15 16 17 18 19 20
身体測定 誕生会 ことばの相談 こころの相談

14:00～15:00 9:00～11:00 10:00～15:00 13:00～15:00

ハーフバースデー

13:30～14:30

21 22 23 24 25 26 27
孫育て講座 防災食講座 カレンダー製作

～子育ての今とむかし～ 10:00～11:00 10:00～11:00

10:00～11:00 10:00～11:00 休館日
栄養相談

12:30～15:00

28 29 30 31
パパ講座 こころの相談

～スライム遊び～ 10:00～12:00

10:00～11:00

カレンダー製作

7/20申込～　　　夏のコンサート

       8/13（土）　10:00～11:00　研修室にて

ピアノやフルートの素敵な音色に耳を傾けてみませんか♪

感染症対策の為、衣服は着用したまま行います

壁面製作

       8/18（木）　9:00～11:00　研修室にて

　　　　　　8/21（日）10:00～11:00

　　　　　　孫育て講座

　　　　　　8/11（木）10:00～11:00

      ＊対象　就学前の子どもと家族

　　　　　　          パパ講座　　

　　　　　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
Fax  099-266-6502

HP　https://www.tanikkorin.jp
E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp

      ＊予約　要予約6人（抽選　締切8/18）

保育所・認定こども園の利用についてのお話
   8/25（木）10:00～11:00　

まぁるく育てるってどういうこと？助産師からのお話です

助産師と
おしゃべりタイム

　　　　　　　　　防災食講座　　

　　＊対象　就学前の子どもの親　公用託児

もしもの時に備えてみませんか？

7/19申込～　まんまる育児
　　＊予約　要予約６人（抽選　締切8/17）

　　＊対象　就学前の子どもの親　公用託児

　　　　　　８/５（金）10:00～11:00

　　　　　　8/24（水）10:00～11:00

      ＊対象　就学前の子どもの親　公用託児

　   ＊予約　要予約7人（抽選　締切7/29）

7/20申込～　   交通安全教室

横断歩道の安全な渡り方など、家族みんなで確認しましょう♪

      ＊対象　就学前の子どもと家族

　   ＊予約　要予約7組（抽選　締切8/1）

                     8/28（日）10:00～11:00

7/20申込～　マタニティ講座

赤ちゃんの沐浴を、助産師が実践を交えてお話します

　　　　　 8/7（日）10:00～11:15

　　　　　　8/12（金）10:00～11:00

お座り・ハイハイの頃のお話です

　　　　　　8/8（月）10:00～11:00

      ＊対象　3歳以上の子どもと父親　きょうだい公用託児

      ＊予約　要予約5組（抽選　締切8/21）

身体測定
       8/  2（火）  9:00～10:00 　相談室にて

　　＊対象　妊娠中の方と家族　きょうだい公用

　　＊予約　要予約5組（抽選　締切7/31） ひんやりぷよぷよ！スライムを作ります！

当日先着32組　ぽんぽこたぬきを作ります♪

8月生まれの誕生会

　   ＊予約　要予約6組（抽選　締切8/4）

7/20申込～    　理学療法士講座

      ＊対象　就学前の子どもの親　公用託児

　   ＊予約　要予約6人（抽選　締切8/5）

       8/16（火）14:00～15:00　相談室にて

8/26（金）　10:00～11:00　　研修室にて

当日先着32組　お月見とうさぎを作ります♪

スマホの準備をお願いします♪

      8/18（木）13:30～14:30　ママパパルームにて

誕生会・ハーフともに、カード配布と写真撮影

ハーフバースデー（対象児　R4.2月生まれ）

保育所・認定こども園の
利用についてのお話

子育てに今と昔で違いがあるの？助産師からのお話です

　　＊対象　就学前の子どもの祖父母（親も可）公用託児

　　＊予約　要予約６人（抽選　締切8/14）

8月

*メールで講座の申し込みをされる場合は、HP内のお問い合わフォームをご利用ください。受け付け完了後、

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。

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き、質

問できます。専門相談の際にもご利用い

ただけます。

申し込みが必要な抽選の講座
８月の講座は8/1より受付をします。

申し込みは開館時間内にお願いいたします。

申し込みが不要な当日先着のイベント
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日時 申込対象イベント・講座

③　離乳食講座（初期）

②　看護師講座
　　（便秘のおはなし）

①　フォト講座 8組

8人

8人0歳児の子どもの親

就学前の子どもの親

0～2歳の子どもと親

12日（月）
10:00～11:00

9日（金）
10:00～11:00

8日（木）
10：00～11:00

お知らせとお願い

＊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。

南部保健センターからのお知らせ

成人健康相談（成人歯科相談）のご案内 ～ママ・パパの健康のために～

南部保健センターでは毎月第1・第３木曜日に健康相談を実施しています。お気軽にご参加ください。

・日時:8月4日・8月18日 9時～10時

（予約不要）

・内容 無料 血圧測定・尿検査・体脂肪測定・握力測定・足指力測定・みそ汁塩分濃度測定・肝炎ウイルス

検査・生活相談・栄養相談・運動の実技・よかよか体操コーナー

＊体組成測定（第１木 要予約）

＊歯科相談（９月15日 予約不要）

有料 血液検査（血液検査・肝炎ウイルス検査は医師と相談の上実施し、次回の健康相談で結果説明

となります。）

夏バテしやすい時期ですが一緒に乗り切りましょう！ TEL 099-268-2315

ことばの相談

（ことばが遅い・吃音など）

1日（月）・19日（金）

10:00 11:00

13:00 14:00

要予約

栄養相談

（栄養面・偏食・アレルギーなど）

24日（水）

12:30 13:20 14:10

要予約

こころの相談

（子どもの情緒・子育て不安など）

9日（火） 10:00 11:00

13:00 14:00

20日（土） 13:00 14:00

29日（月） 10:00 11:00

要予約

たにっこりん職員による

育ちの相談窓口

原則 毎日

1時間

予約不要

助産師とおしゃべりタイム
（夜泣き・授乳・卒乳・産後の身体や体調のことなど）

4日（木）

10:00～12:00

当日先着

※受付は11:00まで

8月の専門相談

★「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）

助産師さんからのお話

～妊娠中の熱中症対策～

暑い日が続いてますね。妊娠中は基礎体温が上昇し、体感温度が上がるため熱中症や脱水症状の

危険が高まります。今回は最も大切なポイントを3つにまとめました。参考にしながら暑い夏を乗

り越えましょう。

①こまめな水分補給

ジュースやスポーツドリンクの糖分の

摂りすぎには気をつけましょう。

②バランスのいい食事

疲労回復や食欲アップ、胃腸を保護して

くれる豚肉やニラ、梅干し、納豆、オクラ、

その他の夏野菜もおススメ。

③エアコンの活用

「妊婦は冷やしすぎに注意」と言われますが、

夏は室内でも熱中症のリスクが高くなります。

涼しい服装や、エアコンを活用しながら対策

しましょう。

9月の講座 （①・②は8/21から、③は9/1から申し込み開始です）

〈ささみときゅうりの梅和え〉

材料 ささみ…3～4本

きゅうり…1本

梅干し…2個

めんつゆ…大1

ごま油…大1

全て和えたら完成。ささみは、ゆでた豚肉

に変えても美味しいです。そうめんやうどんに

トッピングして、ゴマや大葉を乗せれば簡単ア

レンジもできますね♪

広場のつぶやき

サークルに手をかけてつかまり立ち

をしていた0歳の男の子。そこへ女の

子が走ってきました。じーっと顔を覗

き込み、お互い様子をうかがっていま

す。しばらくすると、女の子はそ～っ

と男の子の頭を撫でてくれました。優

しく撫でてもらって男の子はうれしそ

うにニッコリ。女の子もお友だちの笑

顔を見てニッコリ。2人のやり取りを

見ていたお母さんたちと一緒に心が温

かくなった瞬間でした。


