
22日(木)

製作遊びや親子ふれあい遊びなど、
感染予防に留意しながら たのしい活動を
予定しています。

時間：11:00～11:30
　　　14:30～15:00
参加費：無料

なかまっちピアサロン

転入家庭～ようこそ鹿児島へ～

「市電・市バスのお得な情報」
　鹿児島市交通局

10:00～11:00

転入してきた方へ鹿児島の魅力をご紹介♪今回は、市電・市バ
スのお得なお出かけ情報を紹介します。
対象：市外から転入された未就学児と家族。
定員：8組　　　申込：12/1～12/15必着

D
A
Y

毎週日曜･祝日はお父さんDAYです。
今月は「お店屋さんごっこ」ぜひご家族で遊びに
来て下さいね。
日程:3日(木祝)(AM/PM)、6日(日)(AM/PM)

13日(日)(PM)、20日(日)(PM)
　　27日(日)(AM/PM)
参加費：無料

ママも元気に
アンガーマネジメント
　上岡　純子氏

12日(月)

オーボエ・ソプラノ・ピアノ・ヴァイオリンの素敵な演奏。肩
の力を抜いて、ゆったりと音楽に浸りませんか？子育て経験の
ある音楽家が親子で音楽を楽しむ方法を伝授♪子育てに音楽を
取り入れて親子で楽しみましょう！
定員：8組　申込：10/20～11/1必着

今月の曲は何かな？一緒に音楽を楽しみましょう♬
定員：当日先着8組程度

～パパも一緒に～
森のクラフト
　　　ミニリース作り
　鹿児島県青少年研修センター

勤労感謝の日イベント

14:00～15:00

7日(水)

23日(水・祝)

芸術家派遣プロジェクト
「おんがく音泉」
～親子でゆったり
            ほんわかメロディー～
　田中　美幸 氏　他

毎日の子育てや生活の中で、イライラしたり怒りすぎた自分自
身のコントロール方法を見つけてみませんか
定員：8組　　　申込：11/20～12/1必着10:00～11:00

10:30～11:30

12日(土)

音楽の広場
　谷口　直子氏

20日(日)

10:30～11:20

14:00～15:00

3日(土)

G

14 15 16 17 18

ごはんも「イヤッ！」片付けも「イヤッ！」帰るのも「イ
ヤッ！」誰が何をやっても、言っても「イヤッ！！」…みんな
どうやってる？乗り越えるヒントをもらいましょう。
対象：2歳の子どもと家族　　定員：8組　申込：11/10～11/25必着

純心女子短期大学学生によるクリスマスコンサートです。歌や
お話など楽しい時間を過ごしましょう。
定員：8組程度　申込：11/25～12/13必着10:00～11:00

こどもバンド

ファミリーコンサート
　鹿児島純心女子短期大学

18日(日)
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開館時間  9：00～17：00

秋も深まり、朝晩と日中の気温差が大きくなり、衣服の調整に悩みますね。
うがい、手洗いで元気に楽しく遊びましょう。

10:30～11:30
1 2 3 4 5
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イベントの内容によって、実施方法の変更や入場制限をお願いする場合があ
ります。ご協力をお願いします。
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イベント 日　時 内　　　容

B土

A
11月生まれの誕生会

8日(火) 受付後、お誕生カード(身長・体重等）と冠を準備します。なか
まっちでお祝いしましょう。
対象：11月生まれの未就学児

6

家計のやりくり
「賢い貯め方」
iDeCoや積立NISAなど

　　　　基礎知識と考え方
　瀬尾　由美子氏

10:00～11:00

iDeCo(イデコ)や積立NISA(ニーサ)って聞いたことあるけどな
んだろう？基礎知識や考え方など教えて頂きます。
定員：8組程度
申込：11/15～11/30必着

お仕事を頑張っているお父さん、お母さんいつもありがとう。
「勤労感謝の日」にちなんだ製作遊びをします。
定員：当日先着8組程度

11:00～11:30
14:30～15:00

10:45～11:30
(受付9：00～）

発症率の高い乳がんについてセルフチェックの仕方や検診につ
いてこの機会に聞いてみませんか？親子ふれあい遊びの後,講話
をします。
対象：3カ月～11カ月　　定員：8組　　申込：終了しました

管理栄養士と
　　　　気軽に語ろう会
「離乳食のすすめ方」
　田嶋　史帆氏

11日(金) 離乳食は、いつ始めたら良いの？どう進めていったら良いの？
固さや量など個々の成長に合わせた離乳食のすすめ方について
教えて頂きます。
申込：終了しました　　　定員：8組

0歳しゅうご～う
「乳がんについて知ろう」
　保健師　財部　マチ子 氏

10日(木)

14:00～15:00

日

枝や木の実など自然の物を使って、リースを作ります。パパも
一緒に遊びましょう。
費用：80円（材料代 1セット）　定員：8組程度
申込：11/10～11/25必着

2歳しゅうご～う
「イヤイヤ期について」
　森木　朋佳氏

6日(火)

ＨＰ・Ｅメール

ＱＲコード

AM
PM 身体測定

お父さんDAY

臨床心理士相談日

10:00～15:00

臨床心理士相談日

10:00～15:00

臨床心理士相談日

10:00～15:00

言語聴覚士相談日

10:00～15:00

助産師と気軽に

語ろうかい

14:00～15:00

お父さんDAY

お父さんDAY
言語聴覚士相談日

10:00～15:00

言語聴覚士相談日

10:00～15:00

音楽の広場

お父さんDAY

※ A～Fの内容を右面に記載しています。

※ Gピアサロン・専門士相談については、裏面に記載しています。

※ ミニイベントは、毎日開催しています。AM11:00～11:30 PM2:30～3:00

※  身体測定・カレンダー作りと表記のある日は、ミニイベント内で 身体測定・カレンダー作り行います。

※  新しい生活様式に伴いイベントの実施方法など変更となる場合があります。予めご了承下さい

臨床心理士相談日

10:00～12:00

0歳

しゅうご～う

「乳がんに

ついて知ろう」

カレンダー作り
AM
PM カレンダー作り

ピアサロン

★☀✿◆
合同企画

「とりかえっこ会」

芸術家派遣

プロジェクト

「おんがく音泉」
～親子で

ゆったりほんわか

メロディー～

11月生まれ

の誕生会

勤労感謝の日

イベント

言語聴覚士相談日

10:00～15:00

管理栄養士と
気軽に語ろうかい

「離乳食の

すすめ方」

勤労感謝の日

AM
PM

各イベント申し込み方法
「申込：○/○～○/○必着」と記載のあるイベントに参加希望の方は、申し込み

期間中に窓口か電話、メール、FAXにて「各イベント名」を明記の上

参加者(保護者)・連絡先・お子さんのお名前・年齢を記入しお申込みください。

抽選を行い決定者のみにご連絡します。

文化の日

お父さんDAY

AM
PM 身体測定

AM
PM 身体測定

AM
PM

カレンダー作り



無料
必要
8組

12/1～12/15

★マーク【ピース☆
　　プルマム:多胎児の会】

12月14日(水)
10：30～11：30
「クリスマスのお話とグッズ作り」

12月生まれの誕生会

必要
8組程度

11/15～11/30

ママも元気に
アンガーマネジメント

12日(月) 10:00～11:00 無料
必要
8組

11/20～12/1

こどもバンド
ファミリーコンサート

10:00～11:00 無料
必要

8組程度
11/25～12/13

14:00～15:00

家計のやりくり　「賢い貯め方」
～iDeCoや積立NISAなど
　　　　　　　基礎知識と考え方～

7日(水) 10:00～11:00

✿マーク【こどもの育ちを
　　　   　見守る親子の会】

12月5日(月)
10：30～11：30
「おしゃべり会」

◆マーク【シングルママ・
         パパしゅうご～う!!】

12月17日(土)
10：00～11：00
「おしゃべり会」

☀マーク【ミルキーウェイ:
     外国籍を持つ親子の会】

12月26日(月)
10：30～11：30
「おしゃべり会」

　

なかまっち ピアサロン 転入家庭
～ようこそ鹿児島へ～
「市電・市バスのお得な情報」

22日(木) 10:00～11:00

80円
(材料代)

必要
8組程度

11/10～11/25

12
新型コロナウィルス感染対策の為、イベントの延期・中止 又は、実施方法
が変更になる可能性があります。ご了承下さい。

イベント名 日　　時

必要
8組

11/10～11/25

13日(火) 10:45～11:30 無料
当日先着
8組程度

当日受付
9：00～

18日(土)

無料

2歳しゅうご～う
「イヤイヤ期について」

6日(火) 10:30～11:30 無料

～パパも一緒に～
森のクラフトミニリース作り

3日(土)

料金 申込み 備考

利用者支援事業

ホッとHot相談
(育ちの相談窓口)

様々な情報提供を致します。就園や施設、子
育てについて気になることを気軽に相談でき
る窓口を設けています。

原則毎日

11月11日(金)

14：00～15：00

言語聴覚士相談
きこえ、言葉の遅れ、食事の咀嚼面（噛む・
飲み込む）等について相談できます。

不要
14：00～15：00

11月5日(土)

管理栄養士と
気軽に語ろうかい

「離乳食のすすめ方」

離乳食のすすめ方や始める時期、始め方等教
えて頂きます。アレルギーや食事全般につい
ても相談できます。定員：８組

助産師と
気軽に語ろうかい

卒乳や断乳、ゲップのさせ方など育児全般に
ついて気になることを相談できます。

ふれあい相談
いつでも相談できます。
広場でスタッフへ気軽にお声掛け下さい。

原則毎日

不要9：00～17：00

必要
予約方法は
上記記載

必要
表面をご確認

下さい。

※館内にて対応時間を掲示いたします。

臨床心理士相談
全般的な発達（夜泣き、発達の遅れ、集団行
動が苦手）などについて相談できます。 詳しい日時は表面

カレンダーをご覧ください

相談名 内　　容 日　　時 予　　約

G ピアサロン（自助グループ）

★☆新型コロナウィルス感染症対策へのご協力について(お願い)☆★
①風邪症状のある方

②発熱がある方(平熱より高い方)

③強いだるさ(倦怠感)など、体調がよくない方

④息苦しさ(呼吸困難)がある方

⑤発熱や風邪症状(の出現から7日間、かつ症状軽快後24時間を経過していない方

⑥保育園・幼稚園や学校、勤務先で感染者が発生したことなどにより、自宅待機を求められている方

⑦過去1週間以内に緊急事態宣言やまん延防止重点措置の対象となっている地域(本県を除く)への訪問歴または居住歴のある方

⑧上記⑦の方と過去1週間以内に接触のある方

⑨同居のご家族が、①～⑧いずれかに当てはまる方

✿マーク【こどもの育ちを見守る親子の会】

★マーク【ピース☆プルマム:多胎児の会】

◆マーク【シングルママ・パパしゅうご～う!!】

☀マーク【ミルキーウェイ:外国籍を持つ親子の会】

今月は、ピアサロン合同で大好評のとりかえっこ会を行います。

着られなくなった洋服や遊ばなくなったおもちゃはありませんか？

受け取るだけでも結構です。

※当日は、枚数制限や抽選を行う場合がございます。

※前日から品物をお預かり致します。スタッフにお声掛け下さい。

※品物がなくなり次第終了致します。ご了承ください。

11月14日(月)
9：30～11：00

NGな物 人形・ぬいぐるみ・小さなおもちゃ（誤嚥の危険のあるサイズ→大きさがトイレットペーパーの芯を通る物）

大きな物（ベビーカー・ベビーバス・乗り物など）写真で紹介いただき、物の受け渡しは、各自ご相談下さい。

・参加費：無料

・申 込：不要

・対 象：未就学児と家族

妊娠中の方

※品物が無くなり次第終了します。

※イベント入場整理券を当日9：00

より受付にてお渡しします。

順番に会場へ入場頂きます。

世界の絵本
読書の秋になりましたね。なかまっちにはフランス、イタリア、

オランダ、アメリカ、タイ、台湾・・など世界各国の絵本がたく

さんあります。是非、手に取ってご覧ください！

コロナ感染症拡大予防の為９０分程度の

ご利用をお願い致します。

※対象は、未就学のお子さんをお持ちの家族、妊娠中の方です。

※専門士相談は、お子さんが遊ぶ広場内で気軽に受けることや相談室にての相談が

可能です。事前に予約されることで、ゆっくりと相談を受けることができます。

※予約は、受付窓口・電話・メール・FAXで受付致します。

※電話やメール相談も行っております。なかまっちHP・携帯サイトの

「お問い合わせ」や 「子育て相談」をご利用下さい。

※その他、詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。

【次回のお知らせ】


