
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

たにっこりん ことばの相談 ママと赤ちゃんの

マルシェ 10:00～15:00 はじめて講座

受付終了 9:30～11:15

　　　＊時間　10:00～11:00 身体測定 受付終了

   　　＊対象　０歳の子どもの親 14:00～15:00

　　　＊予約　要予約8人（抽選・締切11/2） 6 7 8 9 10 11 12
マタニティ講座 壁面製作 こころの相談 作業療法士講座 助産師相談 ママと赤ちゃんの

10:00～11:00 10:00～11:00 10:00～15:00 10:00～11:00 13:00～15:00 はじめて講座

受付終了 9:30～11:15

受付終了

　　　＊時間　10:00～11:00 13 14 15 16 17 18 19
  　　 ＊対象　0～1歳の子どもの親 離乳食講座 身体測定 こころの相談 ママと赤ちゃんの お話会と

　　　＊予約　要予約8人（抽選・締切11/7） （完了期） 9:00～10:00 10:00～12:00 はじめて講座 ふれあい遊び

10:00～11:00 9:30～11:15 （鹿女短生）

栄養相談 受付終了 10:00～11:00

12:30～15:00

20 21 22 23 24 25 26
パパ講座 ことばの相談 言い聞かせ ママと赤ちゃんの カレンダー製作

　　　＊時間　10:00～11:00 赤ちゃんと 10:00～15:00 卒乳のお話 はじめて講座 10:00～11:00

  　　 ＊対象　0歳の子どもと父親 スキンシップタイム 10:00～11:00 9:30～11:15

　　　＊予約　要予約8組（抽選・締切11/13） 10:00～11:00 受付終了

27 28 29 30
こころの相談 お話会と

13:00～15:00 ふれあい遊び

（国際大学生）

10:00～11:00

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

身体測定
   　　11　/　1（火）　14:00～15:00　相談室にて

壁面製作
11/7（月）10:00～11:00　研修室にて

　　　　　当日先着３２組　ツリーを作ります

　　　11/15（火）　9:00～10:00　相談室にて

　　　　　　感染症対策のため衣服は着用したまま行います

11月生まれの誕生会
11/24（木）　9:00～11:00　研修室にて誕生会

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

スマホの準備をお願いします！

写真コーナーでお祝いしましょう！

作業療法士講座

鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　開館時間：9:00～17:00

（国際大学生）

離乳食講座（完了期）
　　　　　11月14日（月）公用託児

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

11月29日（火）

　　　＊時間　10:00～11:00

   　　＊対象　就学前の子どもと家族

　　　＊予約　要予約5組（抽選・締切11/12）

   　　＊対象　就学前の子どもと家族

お話会とふれあい遊び
（鹿女短生）

10/22～申込11月9日（水）公用託児

カード配布・写真撮影

スマホの準備をお願いします！

　　　　　　　　ハーフバースデー　＊対象5月生まれ

０歳のお家でできる遊びについてのお話です

　　          11月20日（日）きょうだい公用託児

パパと一緒にゆっくり触れ合いましょう

パパ講座   

完了期の進め方についてのお話です

鹿児島市南部親子つどいの広場

月
11月19日（土）

～赤ちゃんとスキンシップタイム～ 

　　　　　　11月22日（火）　公用託児

11/24（木）13:30～14:30

言い聞かせ卒乳のお話

   　　＊対象　1歳半までの子どもの母親

　　　＊時間　10:00～11:00 カレンダー製作

当日先着３２組　サンタクロースを作ります

11/26（土）10:00～11:00　研修室にて

お子様のペースに合わせた卒乳のお話です

　　　＊予約　要予約8人（抽選・締切11/15）

　　　＊時間　10:00～11:00

　　　＊予約　要予約5組（抽選・締切11/22）

お話会とふれあい遊び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いたします。

申込が不要な当日先着のイベント

11月の講座は11/1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。
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日時 募集人数

歯科講座
12/1～受付開始

14日（水）
10:00～11:00

就学前の子どもの親 8人

❁12月の予定❁

イベント・講座 対象

防災食講座
11/23～12/1受付

　　8日（木）
10:00～11:00

就学前の子どもの親 8人

パパとエクササイズ
11/23～12/4受付

11日（日）
10:00～11:00

1歳の子どもと父親 7組

27日(日)

14:00　　8日(火)

13:00

14:10

10日(木) 13:00 14:00

16日(水) 10:00 11:00

14日(月)

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

　　2日(水) 10:00 11:00

1時間（予約不要）

13:00 14:00

14:0021日(月) 10:00

14:00

10:00 13:00

13:20

原則毎日

11月の相談日

11:00

12:30

13:0011:00

南部保健センター
育児相談のお知らせ

保健センターや地域の福祉館などで身体

測定（身長・体重）や育児相談、栄養相

談、歯科相談を実施しています。

＊11月の開催日程＊

受付時間 13:30～14:30（予約不要）

・たんぽぽ育児相談 11月16日(水）

南部保健センター

・坂之上育児相談 11月4日（金）

ＪＡみらい坂之上

コミュニティセンター2階

南部保健センター

℡ 099-268-2315

一時預かりについて

気分をリフレッシュしたい時、歯医者や美容院・買い物など

利用する理由は様々です。どうぞお気軽にご利用ください。

☆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。

おしらせとおねがい

看護師さんのお話
インフルエンザ予防接種

ワクチンを接種しても発症することもあ

りますが症状が軽く済むことが多いよう

です。接種後２週間以上たたないと身体

に抗体が作られないので流行期に入る前

に済ませるようにしましょう。ただし、

アレルギーをもつ子どもさんの場合、接

種を受けられないこともあるので、かか

りつけ医にご相談ください。

今年は大流行するとも言われています。

マスク・手洗い・うがいを習慣づけて予

防対策していきましょう。

はじめは不安もありましたが、

自分もリフレッシュでき、子ど

もも先生方やお友達と楽しく遊

んでいて安心して預けられてい

ます。（2歳）

預ける時はギャン泣きですが、

託児にしかない玩具で遊ぶこと

でお迎えの時は名前を呼ぶまで

真剣に遊んでます。私自身もリ

フレッシュでき、少しの時間で

すが息抜きできました。何より

家では全く食べなかった卵焼き

やハンバーグなど託児では問題

なく食べててビックリしていま

す。託児をきっかけに食べられ

る食材が増えてよかったです。

（1歳）

託児を利用するようになって自分

の時間が上手く作れるようになり

ました。預ける時大きな声で泣く

ので大丈夫かな…と心配ですが、

今では迎えの時こっそり覗いてみ

ると楽しそうに遊んでいてホッと

します。託児を利用することで親

子共に成長出来ているなと感じて

います。(1歳）

お昼寝

遊び

食事

特集

託児室前に予約状況がわかる「託児予約状況」

のボードを設置しています。

予定を立てる時の参考になさってください。


