申込が必要な抽選の講座
ハローワーク 就活応援講座
9/21～申込 10月5日（水） 公用託児
就活の流れなど、お話聞いてみませんか
＊対象 就学前の子どもの親
＊予約 要予約8名（抽選 締切9/28）

パパ講座 ～イヤイヤ期のお話～
9/21～申込 10月9日（日） 公用託児
南部保健センターの心理士さんのお話です
＊対象 1～3歳の子どもの父親
＊予約 要予約7名（抽選 締切10/2）

申込が必要な抽選の講座

10月

たにっこりん

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
※10月の講座は10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。
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ことばの相談

身体測定

ハローワーク

こころの相談

10:00～15:00

9:00～10:00

就活応援講座

13:00～15:00

10:00～11:00

ことばの発達講座
9/21～申込 10月12日（水） 公用託児
言葉を話すようになるまでのお話です
＊対象 0～3歳の子どもの親
＊予約 要予約8名（抽選 締切10/5）

トイレトレーニングのお話
10月24日（月） 公用託児
いつから始める？進め方などについてのお話です

＊対象 1～2歳の子どもの親
＊予約 要予約6名（抽選 締切10/17）

申込が不要な当日先着のイベント
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パパ講座

壁面製作

こころの相談

おともだちいっぱい

10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～15:00

ことばの
発達講座
10:00～11:00

10:00～11:00

当日先着

おんがくワクワクコンサート
10月23日（日）
音の芸術にふれて秋を感じてみませんか
＊対象 就学前の子どもと家族
＊予約 要予約7組（抽選 締切10/16）
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14

15

(9～11か月)

身体測定
10/ 4（火） 9:00～10:00 相談室にて
10/18（火）14:00～15:00 相談室にて
感染症対策の為、衣服は着用したまま行います

32組

おともだちいっぱい
9/21～申込 10月14日（金）きょうだい公用託児

16

17

18

同じ年齢児を持つ親子さん同士で交流しましょう♪

ことばの相談

身体測定

＊対象 9～11か月の子どもと親
＊予約 要予約6組（抽選 締切10/7）

10:00～15:00

14:00～15:00

19

20

こころの相談 子育てのヒント
10:00～12:00

10:00～11:00

21
誕生会
9:00～11:00
（カード配布＆
写真コーナー）

22
孫育て講座
10:00～11:00

ハーフバースデー

13:30～14:30

子育てのヒント
10月20日（木） 公用託児
南部保健センターの心理士さんのお話です

＊対象 2～3歳の子どもの親
＊予約 要予約7名（抽選 締切10/13）

23

24

おんがくワクワク

コンサート

トイレトレーニング
のお話

10:00～10:45

10:00～11:00

30
孫育て講座 ～バスボム作り～
10月22日（土）
お風呂が楽しくなるバスボムを作りましょう♪
＊対象 就学前の子どもと祖父母（親同伴可）
＊予約 要予約8組（抽選 締切10/15）
＊材料費 ￥500

10月の専門相談
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26

27

28

29

栄養相談

カレンダー作り

助産師と

10:00～15:00

10:00～11:00

おしゃべりタイム

おはなし会と
ふれあい遊び

おはなし会と
ふれあい遊び

当日先着

13:00～15:00

(国際大学生)

(鹿女短生)

10:00～11:00

10:00～11:00

32組

31

壁面製作
10/10（月）10:00～11:00 研修室にて
当日先着32組 みのむしを作ります！

*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、または、E-mail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、
参加決定の方にのみ電話にて連絡致します。

10月生まれの誕生会
10/21（金） 9:00～11:00 研修室にて
カード配布・写真撮影
スマホの準備お願いします！
ハーフバースデー！ ※4月生まれさん対象
10/21（金）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！
カレンダー製作
10/26（水）10:00～11:00
当日先着32組

研修室にて

こぶたとおおかみを作ります！

10月の専門相談

※予約制となっています。 予約状況はお問い合わせください。

こころの相談

ことばの相談
（ことばが遅い・吃音など）
3日（月）・17日（月）
10:00 11:00 13:00 14:00

（子どもの情緒・子育て不安など）
8日（土）13:00 14:00

11日（火）10:00 11:00
13:00

栄養面・偏食・アレルギーなど
25日（火）
10:00

14:00

助産師とおしゃべりタイム
（夜泣き・授乳・卒乳・

栄養相談

11:00

13:00

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

産後の身体や体調のことなど）
27日（木）
13:00～15:00

14:00

申し込みは当日先着

19日（水）10:00 11:00

※受付は14：00まで

南部保健センターからのお知らせ
はれ晴れクラブのご案内
・落ち着きがない・・・ お友達とうまく遊べない・・・
・個性にあった育て方をしたい
・どう対応したらいいかわからない
・・・などお困りの方
子育てを頑張るお母さん同士、一緒に子育てのヒントを学ぶための5日間のワークショップです。
グループワークが中心で、保健師・心理士がアドバイスしながら進めます。
10月27日(木)・11月10日(木)・11月24日(木)・12月8日(木)午前10時～ ※原則全4回の参加になります。
12月22日(木)は希望の方で。3歳以上の未就学のお子さんをもつ保護者の方が対象です。
たにっこりんにもチラシがありますが、詳細はいつでも南部保健センターへお問い合わせください。

南部保健センター：099-268-2315

☆たにっこりんのつぶやき☆
託児利用の2歳の女の子。
おやつの時間、イスに座っておやつを
食べていると、BGMにおもちゃの
チャチャチャが流れてきました。
それを聴いて
「ちゃちゃ、ちゃちゃ」
と言いながら、自分のマグマグを持ち
上げた女の子。
“チャチャとマグマグに入っている
茶々が一緒だね”とスタッフに教えて
くれているようで和やかな雰囲気に包
まれた託児ルームでした♪

看護師さんのおはなし
赤ちゃんの便秘
赤ちゃんは消化に時間がかかるた
め、便秘になることが少なくありま
せん。夏に比べて水分量や飲む回数
が格段に減る今の季節は、特に気を
付けて水分補給しましょう。
機嫌もよく、体重も増えているよう
なら様子をみましょう。
うんちに血が混じっている、激し
く泣く、嘔吐するなどの症状が便秘
と同時に起こるときは病気の可能性
もあるのですぐに病院で診てもらい
ましょう。

おしらせとおねがい
＊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。
※利用証をお持ちでない方は、その旨をお知らせください。
※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。
＊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。

11月の講座
イベント・講座
たにっこりんマルシェ
10/22～24申込受付

※申込は11月1日から受け付けます。
対象
日にち
時間
1日（火）

募集人数

9:10～
9:55～
10:40～

就学前の子どもと親

各5組
7組

抽選

マタニティ講座
10/30～申込

6日（日）

10:00～11:00

妊娠中の方
(パートナー同伴可)

離乳食講座(完了期)

14日（月）

10:00～11:00

就学前の子どもの親

8人

パパ講座

20日（日）

10:00～11:00

0歳の子どもと父親

7組

赤ちゃんとスキンシップタイム

