
日 月 火 水 木 金 土
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2 3 4 5 6 7 8
身体測定 壁面製作 こころの相談

9:00～10:00 10:00～11:00 13:00～15:00

9 10 11 12 13 14 15
こころの相談 ことばの相談 アレルギー食講座

10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～11:00

栄養相談

12:30～15:00

16 17 18 19 20 21 22
身体測定 作業療法士講座 こころの相談 誕生会 ハーフバースデー

14:00～15:00 10:００～11:00 10:00～12:00 9:00～11:00 10:00～11:00

23 24 25 26 27 28 29
ことばの相談 フォト講座 カレンダー製作

10:00～15:00 10:00～11:00 10:00～11:00

30
マタニティ講座

①10:00～11:00

②14:30～15:30

　　　　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

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

助産師と
おしゃべりタイム
10:00～12:00

壁面製作
こいのぼりを作ります♪

日時 4/5（水）10:00～11:00

当日先着32組

月

講座のお申し込みについて

※講座のお申し込みは、来館または電話、メールでお願い致します。メールでお申し

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、

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。

公用託児について

保護者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。

申し込みが不要な当日先着のイベント
申し込みが必要な抽選の講座

4月の講座は4/1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。

鹿児島市南部親子つどいの広場

フォト講座
～スマホでお子さんの

ベストショットを撮ろう！～

日時 4/26（水）10:00～11:00

対象 ０歳の子どもと親 きょうだい公用託児

予約 要予約８組（抽選 締切４/19）

マタニティ講座（沐浴）
～赤ちゃんのはじめてのお風呂～

助産師のお話です。

日時 4/30（日）①10:00～11:00

②14:30～15:30

対象 妊娠中の人と家族 公用託児

予約 要予約各4組（抽選 締切４/23）

ご希望の時間をお伝えください。

身体測定
感染症対策のため衣服は着用したまま行います。

日時 4/  4（火） 9:00～10:00

4/18（火）14:00～15:00

４月生まれの誕生会
誕生カードの配布と写真撮影。

誕生会にちなんだお話と、

インタビューもあります♪

日時 4/21（金）9:00～11:00

お話とインタビュー ⇒10:00～10:15

誕生カード配布・写真撮影⇒  9:00～11:00

10:00～10:15の間は、写真コーナーはお休みです。

カレンダー製作
どんな模様にしようかな？

ワンピースを作ります♪

日時 4/28（金）10:00～11:00

当日先着32組

ハーフバースデー
記録シートの配布と写真撮影。

日時 4/22（土）10:00～11:00

対象 R4.10月生まれ

アレルギー食講座
食事を作りながら、

迷ったことはありませんか？

栄養士のお話です。

日時 4/15（土）10:00～11:00

対象 就学前の子どもの親 公用託児

予約 要予約8人（抽選 締切4/8）

作業療法士講座
～お座りつかまり立ちの頃の遊び～

作業療法士のお話です。

日時 4/19（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8組（抽選 締切４/12）
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日時 申込イベント・講座 対象

8人

8家族

①離乳食講座
（完了期）

5/12（金）
10:00～11:00

1歳までの子どもの親

②ファミリー講座
ファーストシューズの選び方と

足の発達について

5/21（日）
10:00～11:00

0歳の子どもの家族

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・イベント申し込みをされる場合

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致しま

す。

ことばの相談

（ことばが遅い・吃音など）

12日（水）・24日（月）

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）

15日（土）

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）

8日（土） 13:00 14:00

11日（火） 10:00 11:00

13:00 14:00

20日（木） 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
子育てをしながら「子育ての情報ってどこでもらえる

のかな？」「誰に、どこに相談したらいいのかな？」な

どの悩みを気軽にお尋ねいただけるよう、子育てに関す

る相談や情報提供の窓口を設けています。いつでもお気

軽にご相談ください。

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）

6日（木）

10:00～12:00

当日先着

※受付は11:00まで

4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）

助産師さんのおはなし

～春の体調不良について～

春は生活環境の変化（引っ越しや進級・入園）

や気候の変化（気圧・激しい寒暖差）で大人も子

どもも自律神経が乱れやすく、体と心の不調を感

じやすくなります。

予防や改善には、バランスの良い食生活と十分

な睡眠・適度な運動を心がけましょう。お子さん

とのお散歩もおススメです♪寒暖差に合わせて衣

服の調整もしましょう。

保健センターからのお知らせ
～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。R5年度から、保健セ

ンターでは各月の月曜日午前中にも育児相談を

実施しています。

★4月の開催日程★

たんぽぽ育児相談

4月17日（月） 受付9:00～9:45

4月26日（水） 受付13:30～14:30

〔場所:南部保健センター〕

持ってくるもの⇒母子手帳、赤ちゃんセット、

タオルなど

お気軽にお越しください！

毎月楽しめるイベント ※詳しい日時はおたよりの表面をご覧ください。

<壁面製作・カレンダー作り>

当日先着32組のイベントです。

0歳から就学前までどなたでも参加できます。

翌月の館内に飾る壁面飾りや、翌月に使える

カレンダーの製作です。のりやポンキー(クレ

ヨン)を使った簡単な製作活動です♪

<身体測定>

毎月第1、第3火曜日です。

乳児用と幼児用の身長体重計を準備しています。

<誕生会>

誕生月の子どもさんが対象です。

誕生カードの配布と、誕生会にちなん

だお話があります。フォトブースで記

念の写真も撮影できます♫

<ハーフバースデー>

その月に6か月になる子どもさんが対象です。

これまでの成長を記録するシートを配布します。

フォトブースで記念の写真も撮影できます♫

〈みんなであそぼぅ！〉

時間の目安 午前→10時～11時の間の15分程度

午後→14時～15時の間の15分程度

絵本の読み聞かせやふれあい遊び、製作やテラスでのシャボン玉遊び

など、その日に遊びに来てくれた子どもたちの年齢や人数によって内容

を毎日変えています。「今日のみんなであそぼぅ！は何かな？」どうぞ

お楽しみに♪イベントや講座がある日は、「みんなであそぼぅ！」はお

休みです。

※専門相談中は、公用託児をご利用いただけます。

「こんにちは！」とたにっこりんのエントランス

に元気な声が響きました。そこにいたのはニコニコ

笑顔の2歳の女の子。「こんにちは！」とスタッフ

もご挨拶。「たにっこりんに行ったら『こんにち

はって言う！』と言ってたので、家で挨拶の練習し

てきたんです」とお母さんから教えてもらいました。

練習の成果がでましたね♪気持ちのいい元気なご挨

拶に、みんなの心がポカポカ温かくなった一場面で

した♬

たにっこりんのつぶやき

5
月
の
講
座

※ ①は4/28から、②は5/1からの申し込み開始になります。


