
2018年（平成30年）７月号子育てガイド21 かごしま市民のひろば
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開＝開館時間　休＝休館日　内＝内容　対＝対象　期＝日時・期間・期日　所＝場所　定＝定員・定数・人員
料＝料金　申＝申し込み　問＝問い合わせ　共＝共通事項　HP＝ホームページ　託＝託児あり

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可　●応募多数のときは抽選

■７月・８月のりぼんかん講座
講座名 対　象 日　時 定　員

①卒乳と乳房ケア 卒乳・断乳を考えてい
る母親（子ども同伴可）

７月12日（木）、
８月９日（木）の
13時～14時

各20人

②楽しい離乳食
　～パクパク期
　（実習形式）～（親） 託

10カ月～１歳８カ月の
子どもの親

７月19日（木）
13時～15時 12人

③トイレトレーニングの
すすめ方

２歳以上の子どもの親
（子ども同伴可）

７月23日（月）
10時30分～
11時30分

20人

④イヤイヤ期を楽しく
　乗り切ろう！（親） 託 １歳の子どもの親

７月24日（火）
11時～12時 12人

⑤夏野菜を使ったピザを
作ってみよう 託

４歳～小学３年生の子
どもと親

７月27日（金）
10時30分～13時 ８組

⑥教えて！体操の先生
　～パパと一緒に
　運動遊び～ 託

２～３歳の子どもと父
親（母親の同伴可）

７月29日（日）
10時30分～
11時30分 各12組⑦親子でお金について学

ぼう！＆かんたん貯金
箱作り 託

小学１～３年生の子ど
もと親

８月10日（金）
13時～14時30分

⑧さわやかデザートを作
ろう 託

４歳～小学３年生の子
どもと親

８月11日（祝）
13時～15時 ８組

◇受講決定者には受講票を送付　料無料（②⑤⑧は材料費実費負担）
申②④～⑧は直接窓口か郵送、ファクス、メールで７月11日（消印有
効）までにりぼんかんへ。①は12時30分、③は10時までに当日受け
付け（超えたら抽選）　

◇託児は生後２カ月～就学前の子ども
■りぼんかん夏まつり

内　容 日　時 定　員
プレイベント
「ハッピの飾りを作って、夏
まつりを盛り上げよう！」

７月20日（金）・21日（土）の10時
30分～11時30分、14時～15時

各30人
（当日先着順）

おまつり横丁 ★ ８月４日（土）・５日（日）の９時30分～11時30分

なしわくわくコーナー ８月４日（土）・５日（日）の13時
～13時45分、15時15分～16時

おまつりひろば ８月４日（土）・５日（日）の14時
～15時

★は９時～11時15分にスタンプカードを配布　
対小学３年生までの子どもと親　料無料　申不要　
問りぼんかん

■親子つどいの広場講座
講座名 対　象 日　時 定員

な
か
ま
っ
ち

①２歳しゅうご～う！ ２歳～２歳11カ月
の子どもと家族

７月19日（木）
10時～11時

なし

②ピアサロン
　発達の気になる親子
の会「就学について」就学前の子どもと

家族、妊娠中の人

７月23日（月）
10時～11時30分

③パパも一緒に！
  「ベビー＆キッズフォト講座」

８月５日（日）
14時～15時

④防犯訓練教室 ８月８日（水）
14時～15時

なかまっちは７月５日（木）は施設点検のため休館します

た
に
っ
こ
り
ん

⑤トイレトレーニング
のお話 託

１～２歳の子ども
の家族

７月14日（土）
10時～11時 10人

⑥おともだちいっぱい
（１歳） 託

１歳の子どもと母
親

７月24日（火）
10時～11時 15組

⑦アロマで虫除けスプ
レー作り 託

就学前の子どもの
母親

７月27日（金）
10時～11時 10人

⑧孫育て講座
　～事故の対処法～ 託

就学前の子どもと
祖父母（親も可）

８月７日（火）
10時～11時 10組

な
か
よ
し
の

⑨双子三つ子ちゃん
　あつまれ　※要予約 多胎児を持つ家族 ７月15日（日）

10時～11時 なし
⑩働きたいママ
　就職応援講座 託

就学前の子どもを
持つ親

７月18日（水）
10時～11時

10人
（先着）

⑪芸術派遣プロジェクト
「アフリカの太鼓で楽しもう」就学前の子どもと

家族

７月24日（火）
10時～11時 なし

⑫なかよしの夏祭り ７月28日（土）
10時～11時

100人
（先着）

い
し
き
ら
ら

⑬身体測定

就学前の子どもと
家族

７月10日（火）・26日
（木）10時～10時30分

なし

⑭粘土であそぼ！
７月17日（火）
10時30分～11時
14時15分～14時45分

⑮７月生まれのお誕生
会

７月18日（水）
カード作り
9時30分～9時45分
誕生会
10時～11時

⑯いしきらら‘七夕祭り’ ８月４日（土）
10時～11時

◇受講決定者には受講票を送付か電話連絡　料無料　
◇申込期限　⑤７月10日、⑥７月17日、⑦７月20日、⑧８月３日　
申①～④⑪～⑯は不要、⑤～⑧は直接窓口か電話、ファクス、メール
で各申込期限までにたにっこりんへ。⑨⑩は直接窓口か電話で、⑨
は７月１日、⑩は７月10日からなかよしのへ　※⑫は当日先着順
◇託児は生後２カ月～就学前の子ども

すこやか子育て交流館（りぼんかん） と 親子つどいの広場 の講座
〒890-0062与次郎一丁目10-17　☎812-7740  D  812-7744
メールribonkankouza@shirt.ocn.ne.jp　
開９時～17時　
休毎月第１月曜日(休日のときは翌平日)、12月29日～１月３日

■なかまっち（東部）　〒892-0827中町4-13　
　☎226-5539 D  226-0655 メール  nakamatch@sand.ocn.ne.jp
■たにっこりん（南部）〒891-0117西谷山一丁目3-2　
　☎266-6501  D  266-6502 メール  tanikkorin@kagoshima-swc.jp
■なかよしの（北部）　〒892-0871吉野町3256-1
　☎243-3255 D  243-3256 メール  nakayoshino@iaa.itkeeper.ne.jp
■いしきらら（西部）　〒890-0005下伊敷一丁目10-3
　☎220-1200 D  220-1213 メール  ishikirara@iaa.itkeeper.ne.jp
開９時～17時　休12月29日～１月３日夢すくすくねっと

　子育て情報や親子で楽しめるイベント情報
などを掲載しています。

子育て応援ポータルサイト
「夢すくすくねっと」 をご利用ください！

内妊産婦の栄養、妊婦体
操と補助動作、もく浴
の仕方など　

対初めて出産を迎える人
と家族　

期８月７日・21日・28日
の火曜日13時30分～16
時（全３回）　

定40組（先着順）　料無料
申電話で７月13日から
　南部保健センター
　☎268-2315へ
　※ 母子健康手帳交付時

の申し込みも可

内子どもの病気や発育、離乳食など
対今年２月～５月に生まれた初めて
の子どもをもつ親と家族　

期８月７日（火）・16日（木）・21日（火）
の13時30分～15時30分（全３回）　

定40組（先着順）　料無料　
申電話で７月13日から西部保健セン
ター☎252-8522へ

内自己分析・ワークシートの作成など
対子育てをしながら就職を希望する
人　※ハローワークの登録が必要

期７月20日（金）10時～12時　
所サンエールかごしま　
定20人（先着順）　料無料　
申詳しくはハローワークかごしまマザー
ズコーナー☎223-8010D225-7030へ

◇子どもたちの遊び場や子育てサーク
ルなどに利用できます（一部除く）
◇７月21日（土）～９月２日（日）の９
時～17時は指導員が付き添います
（８月13日（月）は休館）　
※４歳未満と身の回りの世話が必要
な子どもは保護者同伴

問地域福祉課☎216-1245D223-3413

◇新しい受給者証を希望する人は、
８月10日（必着）までに継続申請を

　※ ７月１日以降に新規申請した人
を除く　

問母子保健課☎216-1485D216-1284

◇地域で、声掛けと環境
づくりを推進しましょ
う
◇親子でさまざまな体験
活動に参加しましょう
◇交通事故や水難事故な
どの防止を推進しま
しょう
◇スマートフォンやゲー
ム機などの正しい使い
道について家庭や地域
で話し合いましょう
問青少年課☎227-1971
　D227-1923

母親・父親になる
ための準備教室
（ママ・パパ学級）

西部保健センター　育児教室

子育て就職支援セミナー　託

地域福祉館の児童ルームを
ご利用ください

小児慢性特定疾病医療費
医療受給者証の有効期限は
９月30日まで

夏の心豊かで元気
あふれる「さつまっ
子」を育てる運動
（８月31日まで）


