
　

親子でゆったり
「リラックスヨガ」
　薗田　まり子氏

毎日、家事や育児にと大忙しのママ！親子ヨガで楽しく心も体
もリフレッシュしませんか？。
対象：1歳～2歳11カ月の子どもと家族
申込：1/4～1/15必着　　　  定員：８組10:00～11:00

24日(火)

毎週日曜はお父さんDAYです。
ぜひご家族で、遊びに来て下さいね。

申込：不要
参加費：無料

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 職員

22日(木) 鹿児島市へ転入してきた家族に鹿児島市を紹介！今回は、市電・市バスを使っ

たお得なお出かけ情報♪子ども達が好きな電車やバスの塗り絵もしましょう！

対象：市外から転入された未就学児と家族/妊娠中の方と家族
申込：12/1～12/15必着　　定員：8組程度10:00～11:00

はじめての小学校
鹿児島市学校教育課
　小谷　智美氏

入学に向けて何をしておけばいい？勉強や学校生活は？など気にな
る事や準備しておきたい事など詳しく聞いてみましょう。
申込：12/26～1/13必着　　定員：8組程度

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：12月生まれの未就学児(当日受付9:00～10:30)

18日(日) 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。
申込：11/25～12/13必着　定員：8組程度

10:30～11:30

0歳しゅうご～う
「わらべうた産後ダンス」
　田﨑　美嘉氏

20日(金)

14:00～15:00

F 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生

G 音楽の広場 クリスマスver.
　谷口　直子氏
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〒892-0827　鹿児島市中町4番13号
TEL：099-226-5539　FAX：099-226-0655
E-mail：nakamatch@sand.ocn.ne.jp
HP：https:// www.nakamatch.jp
携帯サイト：https:// www.nakamatch.jp/k/

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

A 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

3日(土)

ママも元気に
「アンガーマネジメント」
　上岡　純子氏

12日(月) 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？
申込：11/20～12/1必着 　定員：8組

枝や木の実など自然の物を使って、リースを
作ります。パパも一緒に作りましょう。
費用：80円（材料代）　　 　定員：8組程度
申込：終了しました

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！！」乗り越えるヒントをも
らいましょう。
対象：2歳～2歳11カ月　　　　定員：8組程度
申込：終了しました

10:00～11:00

iDeCo(イデコ)や積立NISA(ニーサ)を中心に賢い貯め方につい
て基礎から教えて頂きます。
申込：終了しました         　定員：8組程度

D E I I F

10:00～11:00

開館時間  9：00～17：00

早いもので、今年も残すところ1か月となりました。今年も、なかまっちで沢山の方と出会い皆さんと楽
しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。来年も良い1年になりますように☆

14:00～15:00

1 2 3 4

A

土 日 2歳しゅうご～う
「イヤイヤ期について」
　森木　朋佳氏

7日(水)

B

家計のやりくり
「賢い貯め方」
　瀬尾　由美子氏

6日(火)

11
10:00～11:00

I B C E
12月生まれの誕生会

13日(火)

5 6 7 8 9 10

10:45～11:30

18日(日) サンタさんがやってくる!?音楽の広場の谷口先生とクリスマス
の音楽を楽しもう！

14:00～15:00
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管理栄養士と気軽に語ろうかい
「少食の子どもに向けた
　　　　　　　　食育について」
市保健政策課 食育推進支援員
　徳寄　郁子氏

13日(金) 子どもの食事について、少食や好き嫌い等の
対応についてアドバイスやポイントを教えて頂きます。
申込：12/20～1/5必着
定員：8組程度10:00～11:00

18日(水)
産後ダンスで親子でリフレッシュ！抱っこヒモやスリングを
使ってダンスやふれあい遊びをしましょう
対象：首すわりの安定した3カ月～11カ月
持ち物：抱っこ紐orスリング、飲み物
申込：12/25～1/10必着　　定員：8組

理学療法士と気軽に語ろうかい
　県こども総合療育センター
　理学療法士

23日(月)

26 27 28

休館日 19日(木)
施設メンテナンスのため終日休館となります。
ご了承下さい。

この靴合ってる？動きがぎこちないなど成長に合わせた歩き方
や靴の選び方についてお話を聞きませんか？
申込：1/4～1/15必着　　　  定員：8組程度14:00～15:00

29 30

I

31

製作遊びや親子ふれあい遊びなど、
感染リスクの低い たのしい活動を
予定しています。
時間：AM11:00～11:30
　　　PM14:30～15:00
申込：不要　　参加費：無料
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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

10:30～11:30 

お父さんDAY

身体測定
AM
PM

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

クリスマスver.

お父さんDAY

※ A Hの内容を右面に記載しています。

※ 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。

※  身体測定・カレンダー作りについては、日時をご確認下さい。 AM11:00～11:30 PM2:30～3:00

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

※  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

10:00～15:00

パパも一緒に
「森のクラフト

ミニリース作り」

カレンダー作り
AM
PM カレンダー作りPM

家計のやりくり

「賢い貯め方」

iDeCoやNISA

について

ピアサロン◆

ピアサロン☀

ピアサロン★

ピアサロン✿
2歳

しゅうご～う
「イヤイヤ期

について」

12月生まれ

の誕生会

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

10:00～11:00

こどもバンド

「ファミリー

コンサート」

ママも元気に

「アンガー

マネジメント」

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。

言語聴覚士相談日

10:00～15:00

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～

AM
PM カレンダー作り

PM 身体測定



　

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

予　　約

無料

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。

相談名 内　　容 日　　時

原則毎日

不要

必要

予約方法は
上記記載

※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

ピアサロン（自助グループ）

★マーク【ピース☆プルマム:多胎児の会】

参加費 無料✿マーク【こどもの育ちを見守る親子の会】

不要
卒乳や断乳、その他育児全般について気になる
ことを相談できます。

21日(水)
10：30～11：30

　12月5日（月）10:30～11:30
　「おしゃべり会」

申し込み 不要

管理栄養士と
気軽に語ろうかい

離乳食のすすめ方やアレルギー、食事全般につ
いても相談できます。

23日(金)
10：00～11：00

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

9：00～17：00

現在一人親世帯で
未就学児を持つ保護者

対　象 未就学児とその家族

無料

不要

多胎の未就学児とその家族
多胎児を妊娠中の方

参加費

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

申し込み

対　象双子・三つ子の会です。多胎児ならではのあるある話をしながら、
今回はクリスマスのお話や製作遊びをします。多胎児を妊娠中の方
やそのご家族も「ピース☆プルマム」へどうぞお越しください。
ご参加をお待ちしています。

シングルママ、パパが集まり交流会を行います。おしゃべりをしな
がらゆっくり過ごしませんか？育児や仕事、就園・就学についてな
ど情報交換もできます。どうぞ気軽にご参加下さい。

次回の
お知らせ

1月21日(土)10:00～11:30
「臨床心理士の先生と
　　　　　　　おしゃべり会」

◆マーク【シングルママ・パパしゅうご～う!!】 参加費

　12月17日（土）10:00～11:00
　「おしゃべり会」

申し込み

子どもそれぞれのオンリーワンの成長を一緒に見守る会です。子ど
もの気になるあの行動・この遊びなど、あるある話や発育について
などお話しませんか？どなたでも参加できます。お気軽にどうぞ。

次回の
お知らせ

1月16日(月)10:30～11:30
「おしゃべり会」

次回の
お知らせ

1月14日(土)10:30～11:30
ミルキーウェイと合同企画
「体をいっぱい動かそう」

対　象

☀マーク【ミルキーウェイ:外国籍を持つ親子の会】 参加費 無料

助産師と
気軽に語ろうかい

　12月26日（月）10:30～11:30
　「おしゃべり会」

申し込み 不要

対　象 未就学児とその家族(国籍不問)
「ミルキーウェイ」は外国籍の方、また身近な国際交流をしたい方
などが月に1回集まり、おしゃべりをするサロンです。
一緒に楽しいひとときを過ごしませんか？

次回の
お知らせ

1月14日(土)10:30～11:30
ピースプルマムと合同企画
「体をいっぱい動かそう」

8組 12/20～1/5

1月生まれの誕生会 10日(火) 10:45～11:30 無料 8組程度 当日先着
9:00～10:30

1
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 料金 定員 申込受付

親子でゆったり
「リラックスヨガ」

24日(火) 10:00～11:00 無料 8組 1/4～1/15
(1歳～2歳11カ月)

休館日 19日(木) 施設メンテナンスのため終日休館となります。

理学療法士と気軽に語ろうかい 23日(月) 14:00～15:00 無料 8組程度 1/4～1/15

はじめての小学校 20日(金) 14:00～15:00 無料 8組程度 12/26～1/13

0歳しゅうご～う
「わらべうた産後ダンス」

10:30～11:3018日(水) 無料 8組
12/25～1/10
(首すわりの安定した
3ヶ月～11ヶ月）

音楽の広場 15日(日) 10:30～11:20 無料 8組程度 当日先着

管理栄養士と気軽と語ろうかい
「少食の子どもに向けた食育について」

13日(金) 10:00～11:00 無料

※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。

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、さらに症状消失から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(鹿児島市を除く)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

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。

「Shall we talk？」We have a peer salon for foreigners. 

Let's talk about your child, life, Kagoshima and etc・・・together．

世界の名作
冬は読書に最適の季節。12月は家でじっくり読んでほしいという思いを込めて「世界

の名作」をいくつか紹介します。タイトルは知っているけどまだ・・・という本があるので

はないでしょうか。この機会に是非挑戦してみてください！


