
うきうきの春は、もうすぐそこ🌸あなたのパーソナルカラーは
何色？自分に似合う色を知って、春はちょっとおしゃれして
お出かけしましょう♪
持ち物：お手持ちのメイク用品
申込：2/3～2/17必着　定員：8名　参加費：無料

環境未来館タイアップ
パパも一緒に
「～環境に優しく～

　　　　　簡単手作りおもちゃ」

　原田　美夏氏

SDGｓについて親子で考えてみませんか？家族一緒に廃材を
使っておもちゃ作りにチャレンジ!!今回は、箱を使って乗り物
作り♪
持ち物：ティッシュの空き箱2～3個(有れば…)
参加費：無料　定員：８組
申込：2/5～2/19必着

14:00～15:00

10:00～11:00

メイク講座
「パーソナルカラーを知って
　　　　うきうき春メイク🌸」
　美肌メイクアドバイザー
　宝地　恵子氏

24日(金)

17

31

日曜・祝日はお父さんDAYです。
今月は「お正月遊び」をします。
ぜひご家族で、遊びに来て下さいね。
日程：8日(PM),9日(AM/PM),15日(PM)
　　　22日(AM/PM ),29日(AM/PM)
申込：不要
参加費：無料

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：11:00～11:30
　　　14:30～15:00
参加費：無料
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理学療法士が教える親子体操を楽しんで、お話を伺います。
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
について聞いてみましょう！
持ち物：バスタオル、飲み物(水分補給)
申込：1/4～1/15必着　定員：8組程度
※理学療法士=寝返る・起き上がる・立ち上がる・歩くなどの日常
生活を行う上で基本となる動作の専門家。

G 親子でゆったり
リラックスヨガ
　薗田　まり子氏

24日(火)

10:30～11:30
14:00～15:00

1歳しゅうご～う
「親子でリトミック」
　なかまっち　スタッフ

17日(金)

観劇会
劇団 風の子九州
「風の子あそびや
　とっぴんしゃん」

14:00～15:00

F 理学療法士と気軽に語ろうかい
「子どもに合った靴の選び方」
　県こども総合療育センター
　理学療法士

23日(月)

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歳の子どもと家族
申込：1/4～1/15必着　　定員：８組

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。

日

10:30～11:20

0歳しゅうご～う

「わらべうた産後ダンス」

　田﨑　美嘉氏

18日(水)

14:00～15:00

19日(木)

〒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。

1

イベント 日　時 内　　　容

A
1月生まれの誕生会

10日(火)

木 金 土

5 6 7

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：1月生まれの未就学児(当日受付9:00～10:30)

開館時間  9：00～17：00
10:45～11:30

あけましておめでとうございます。皆さんにとって、幸せいっぱいの1年になりますように、
スタッフ一同笑顔でお待ちしております。今年もよろしくお願い致します♪

※  の内容を右面に記載しています。
※  H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。

E 20日(金)

10:00～11:00

産後ダンスで親子でリフレッシュ！抱っこ紐やスリングを
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(水分補給)
申　込：12/25～1/10必着　　定員：8組

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良いのか？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。
対象：未就学児と家族(年長児を優先)
申込：12/26～1/13必着　  定員：８組程度

今月の曲は何かな？一緒に音楽を楽しみましょう。
定員：先着8組程度(当日受付)

臨時休館日

26日(日)

H

音やリズムに合わせて体を動かしたり表現してみませんか。
親子で一緒に楽しみましょう♪
対象：1歳～1歳11カ月
申込：1/27～2/10必着　　定員：8組

各地で楽しい公演を行っている「劇団 風の子九州」がやってきま
す。遊びをいっぱい詰め込んだ屋台から出てくるものとは…⁉笑
いあふれるステージを楽しもう！
申込：1/15～1/29必着(午前・午後希望を添えてお申込み下さい)

定員：各8組程度

5日(日)

10:30～11:30

音楽の広場
　谷口　直子氏

ＶOL.178
発行日2023.1.1 B 管理栄養士と気軽に語ろうかい

「少食の子どもに向けた
　　　　　　食育のすすめ方」
　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
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10:00～11:00

15日(日)

8
10:30～11:30

C

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

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

身体測定
AM
PM

お父さんDAY
言語聴覚士相談日

10:00～1５:00

0歳しゅうご～う

「わらべうた

産後ダンス」

お父さんDAY
臨床心理士相談日

10:00～15:00

AM
PM カレンダー作り

ピアサロン◆

ピアサロン★

ピアサロン✿

理学療法士と

気軽に語ろうかい

1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

「少食の子どもに

向けた

食育のすすめ方」

親子でゆったり

リラックスヨガ

言語聴覚士相談日

10:00～15:00

臨床心理士相談日

10:00～15:00

カレンダー作り

ピアサロン☀

AM
PM

お父さんDAY

【成人の日】

音楽の広場

年末年

始休館

1/3まで
臨床心理士相談日

10:00～15:00

【元 旦】

AM
PM カレンダー作り

【振替休】

身体測定
AM
PM

はじめての小学校

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。



　

　

不要

臨床心理士相談

7日(土)
14：00～15：00

言語聴覚士相談

10:30～11:00

必要

予約方法は
上記記載

定員

2
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。

なし 当日先着
9:00～10:30

観劇会
劇団風の子九州「とっぴんしゃん」

5日(日) 無料 各8組程度 1/15～1/29

節分イベント
2日(木)
3日(金)

無料 なし なし
11:00～11:30
14:30～15:00

10:30～11:30
14:00～15:00

10:45～11:30

2/5～2/19
パパも一緒に
～環境に優しく～
「簡単手作りおもちゃ」

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

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。

管理栄養士と
気軽に語ろうかい

少食児に向けた食育についてお話して頂きま
す。

13日(金)
10：00～11：00

申込
(表面参照)

助産師と
気軽に語ろうかい

原則毎日

不要
9：00～17：00

26日(日)

10:30～11:30 1/27～2/10

音楽の広場 19日(日) 無料 8組程度 当日先着

メイク講座
「パーソナルカラーを知って
　　　　　　うきうき春メイク🌸」

24日(金) 無料 8名 2/3～2/1710:00～11:00

1歳しゅうご～う
「親子でリトミック」

17日(金) 無料

10:30～11:20

8組

対　象
現在一人親世帯で
未就学児を持つ保護者

◆マーク【シングルママ・パパしゅうご～う!!】 参加費 無料

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

申し込み 不要

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

２月6日(月)10:00～11:30
「気になる‼こどもの お片づけ講座」

申込:1/16～1/30　定員:8組程度
＊申込方法は、表面をご覧下さい。

シングルママ、パパが集まり交流会を行います。臨床心理の先生
とおしゃべりしませんか？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

２月4日(土)14:00～15:00
「おしゃべり会」

　1月16日（月）10:30～11:30
　「おしゃべり会」

申し込み

対　象 未就学児とその家族

対　象

ピアサロン（自助グループ） 参加費

ピース☆プルマムとミルキーウェイの合同企画！
萩原先生と一緒に体を動かしませんか？
多胎児ならではの話、色々な国の話をして一緒に楽しい
時間を過ごしましょう。

　1月14日（土）10:30～11:30 
　合同企画「体をいっぱい動かそう」
　　講師：萩原 香織 氏

次
回
の

お
知
ら
せ

ピース☆
プルマム

2月13日(月)10:30～11:30
「心の育ち(臨床心理士)」

ミルキー
ウェイ

2月25日(土)10:30～11:30
「おしゃべり会」

無料

☀マーク【ミルキーウェイ:外国籍を持つ親子の会】 申し込み 不要

★マーク【ピース☆プルマム:多胎児の会】

✿マーク【こどもの育ちを見守る親子の会】 参加費

当日

申込受付

2月生まれの誕生会 7日(火) 無料

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。

無料

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

※館内にて対応時間を掲示
　いたします。

未就学児とその家族(国籍不問)
多胎の未就学児とその家族
多胎児を妊娠中の方

8組

総合避難訓練 16日(木) 無料 なし

14:00～15:00

イベント名 日　　時 料金

利用者支援事業

ホッとHot相談
(育ちの相談窓口)

不要

相談名 内　　容 日　　時 予　　約

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。無料

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

※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。

2023年（令和5年）が始まりました。今年の干支“卯”（うさぎ）は

穏やかで温厚な性質から「家内安全」、その跳び姿から「飛躍」「向上」、

新しいことに挑戦するのに最適な年になるそうです。そこでうさぎが登場する

様々な絵本を紹介します。今年も元気いっぱい過ごしましょう！

うさぎ年

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。


