
　　　＊時間　10:00～11:00

   　　＊対象　就学前の子どもと家族

　　　＊予約　要予約8組（抽選・締切3/3）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

ことばの相談 こころの相談

10:00～15:00 13:00～15:00

　　　＊時間　10:00～11:00

  　　 ＊対象　１～４か月の子どもと親

　　　＊予約　要予約8組（抽選・締切3/4）

5 6 7 8 9 10 11
身体測定 こころの相談 助産師相談 わらべ歌と おともだちいっぱい

14:00～15:00 10:00～12:00 10:00～12:00 読み聞かせ 10:00～11:00

10:00～11:00

　　　＊時間　10:00～11:00

  　　 ＊対象　就学前の子どもの親 12 13 14 15 16 17 18
　　　＊予約　要予約8人（抽選・締切3/8） 壁面製作 ことばの相談 こころの相談 看護師講座 お話会と 栄養相談

10:00～11:00 10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～11:00 ふれあい遊び 12:30～15:00

（国際大学生）

10:00～11:00

19 20 21 22 23 24 25
身体測定 離乳食講座 リフレッシュヨガ カレンダー製作

9:00～10:00 （初期） 10:00～11:00 10:00～11:00

10:00～11:00

栄養相談

12:30～15:00

26 27 28 29 30 31

　　　3/18（土）13:30～14:30　ママパパルームにて

　ちょうちょとてんとう虫を作ります

当日先着３２組

   　　＊対象　0歳児の子どもの親

　　10:00～10:15

  　　 ＊対象　就学前の子どもの親

         3月23日（木）公用託児

　　　＊時間　10:00～11:00

          3月24日（金）公用託児

リフレッシュヨガ
＊対象R4.9月生まれ

写真撮影と記録シート配布

         ＊予約　要予約8人（抽選・締切3/16）

心も体もすっきりしましょう

   　　＊対象　1歳以上の子どもと家族

　　　＊時間　10:00～11:00

離乳食講座（初期）
3月生まれの誕生会

3/18（土）　9:00～11:00　研修室にて

　カード配布・写真撮影

壁面製作

カレンダー製作
3/25（土）10:00～11:00　研修室にて

3/12（日）10:00～11:00　研修室にて

　　当日先着３２組　

あおむしを作ります

　　おはなし・インタビュー

　　ハーフバースデー

                 2/18～申込3月11日（土）

　　　　鹿児島市西谷山1丁目３番２号  　　　　　　　　　開館時間：9:00～17:00

（なくなり次第終了となります）

　　　3/21（火）　9:00～10:00

感染症対策のため衣服は着用したまま行います

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

　　　　　10:00～10:15　おはなしゆったりとした時間を過ごしませんか

　　　　　10:15～11:15　ひな人形作り

かわいいひな飾りを一緒に作りましょう

身体測定

鹿児島市南部親子つどいの広場

月わらべうたと読み聞かせ
                 2/18～申込3月10日（金） 3月１日（水）・3月2日（木）

  3月16日（木）

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

同じ月齢の方どうし気軽におしゃべりしましょう

病院に行く前にお家でできるホームケアのお話です

            3月15日（水）　公用託児

おともだちいっぱい

看護師講座
～ホームケア～

ひなまつりDays

　　　　　Fax  099-266-6502 　　　　E-mail   tanikkorin@kagoshima-swc.jp 対象：就学前の子どもと家族

各日先着２５組

お話会とふれあい遊び
（国際大学生）

   　　 3/   7　（火）　14:00～15:00

         ＊予約　要予約5組（抽選・締切3/9）

何から始めたらいいのかな？初期のお話です

　　　＊時間　10:00～11:00

スマホの準備をお願いします♡

         ＊予約　要予約8人（抽選・締切3/17）

*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いたします。

申込が不要な当日先着のイベント

3月の講座は3/1より受付ます。

申込みは開館時間内にお願いします。

申込が必要な抽選の講座

ひなまつりDays

http://www.tanikkorin.jp/
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http://www.tanikkorin.jp/
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日時 募集人数

14:0013日(月) 10:00

14:00

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

随時対応（予約不要）
受付にお声かけください毎日

9日(木) 11:2010:40

13:00

10:00

14:00

23日(木)

13:20 14:10

❁4月の予定❁

イベント・講座 対象

誕生会
4/21（金）

10:00～11:00 就学前の子どもと家族 申し込み不要

フォト講座
4/26（水）

10:00～11:00 0歳の子どもと親 8組

カレンダー製作
4/28（金）

10:00～11:00 就学前の子どもと家族 申し込み不要

14日(火)

　　4日(土)
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

　　　　　　3月の相談日　　　☆相談時は公用託児をご利用いただけます☆

10:00 11:00

13:0011:00

13:00

　8日(水) 10:00 11:00

11:00

12:30 13:20 14:10

10:00

17日(金) 12:30

　　1日(水) 13:00 14:00

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。

＊3月の開催日程＊

・谷山北育児相談 3月16日(木)

場所：谷山北福祉館

・たんぽぽ育児相談 3月22日(水)

場所：南部保健センター

受付時間はどちらも13:30～14:30

（予約不要）です。

お気軽にお越しください。

南部保健センター

℡ 099-268-2315

一時預かりのご案内

事前面接は年度更新（4月～3月）となっています。

3月1日より次年度分の事前面接を順次行っていますので

ご希望の方は受付にお声かけください。

☆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
子どもの花粉症

年々、低年齢化の傾向があり、両親のどちら

かに花粉症などのアレルギーがあると遺伝的

に体質を引き継いで子どもも発症の可能性が

高くなります。

子どもは大人のようにくしゃみ、鼻水より鼻

づまりの症状が多く現れます。かゆみから目

や鼻の周りをこするしぐさをしたり、口呼吸

をしている、鼻血が出やすい、寝ている時の

いびきや咳が出るなども花粉症の可能性があ

るので、症状に気づいたら早めに小児科や耳

鼻科を受診しましょう。

近くに親などがいない為、病院や

私用の際とても助かっています。

子どもも先生たちのことを覚え、

お友達とも楽しく遊べているよう

です。私自身も気持ちがリフレッ

シュでき、家族にも優しくできて

いる気がします（笑）（1歳）

主にきょうだいの用事で預け

ることが多いですが、たまに

自分のリフレッシュに2人と

も預かってもらうだけで心に

余裕ができいつもより子ども

に優しくできてます。親子に

とってWIN☆WINです。

（0歳・2歳）

預け始めた頃は泣いていましたが

徐々に慣れてくると楽しんでくれ

るようになりました。初めての母

子分離でしたが、いい機会となり

ました。

（1歳・3歳）

ご利用された感想

をいただきました

託児ルームに

赤ちゃん用の新しいおもちゃが

仲間入りしました♡

アンパンマンはらぺこあおむしのプレイジム


