
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HUG くみだより 2019年 12月号 
日出町 

地域子育て支援センター 

 

日出町地域子育て支援センターHUG くみ 
 
☎0977-85-8820 
E-mail kosodate@hiji-syakyo-k.jp 
HP   http://hiji-syakyo-k.jp/ 
 

開館時間 

●平日／9:00～17:00 

●土曜日／9:00～16:30 

※日曜・祝日、年末年始はお休みです 日出町社会福祉協議会 

facebook 

マタニティ・ヨガ 

３日(火)、１７日(火) 

11:00～12:00 

講師：髙倉佳代子氏（ヨガインストラクター） 
参加料：300円   定 員：10名程度 
持ち物：バスタオル、飲み物、汗拭きタオル 

 

妊婦さん同士の交流を 

しながら、無理なく身体を 
動かしませんか？ 
呼吸法やリラックス法が 

出産時役に立ちます！ 

マタニティプログラム ※申し込みは 
随時受付中 

カラーボール   

和久洋三 作品カタログ「童具の宇宙」P1２より引用 

ボールをおわんの中で 

クルクルまわしたり、 

ころころ ころがしたり… 

ボールの動きと音が 

楽しい童具です 

HUGくみのおススメ おもちゃ♪ 
 

 
子育て講習会 

   3日（火） 10:00～12:00 

出産後の応援プログラム 

産後 de ヨガ 

９日(月)、２３日（月） 

 11:00～12:00   参加料：200円 

講師：髙倉佳代子氏（ヨガインストラクター） 
持ち物：バスタオル、飲み物、汗拭きタオル 

定員：10名程度 

産後の体調ケアやベビマ、
ベビーヨガも行います。 
身体に負担をかけない 

育児の姿勢や座り方の 
コツなども教えて 

もらえます☆ 

 

 

赤ちゃんといっぱい 
触れ合うことで 

「ダイスキ」の気持ちが
伝わります♪ 
 

ベビマ・レッスン HUG くみ 

６日(金) 11:00～12:00 

講 師：安田亜沙美氏 
（ベビーマッサージ教室 Touch Days） 

対象：乳幼児親子（歩き始めるまで） 

定員：10名程度    参加料：100円 

マタニティ・ハンドメイド 

てづくりスタイを作ろう！ 
１４日(土) 13:30～15:30 

 

講 師：藤内千恵美氏  持ち物：裁縫道具 
対 象：妊娠中の方   参加料：３00円 
定 員：５名程度     託 児：あり 

 

裁縫が苦手な方も 
無理なく仕上がるように 
フォローしてくれます♪ 

おしゃべりしながら作るの
で、楽しいですよ☆ 

 相談日 HUG くみのお部屋で気軽にお話できます 

  助産師相談日 
 
相談員：助産師  

深見育子氏  
 

 
妊娠中の方から、おっぱいに関する 
事など、何でも相談してみませか？ 

歯科衛生士相談日 
 

 
 
 
 
大切なお子さんの歯について 
気軽に相談しませんか？ 

・発達や言葉の遅れ 

・気になる行動への関わり方 

・学童期の声の掛け方 

・発達障がいに関する地域の情報 

など専門家に相談してみませんか？ 

保育コーディネーター 
        相談日 
 
相談員：藤原こども園主任保育士 

髙月美穂氏 
 
 
保育園と幼稚園、認定子ども園の違い 
園での生活など聞いてみませんか? 

気になる子どもに寄り添う子育て相談会 「暖暖」 
 

相談員：発達障がい者支援専門員（スーパーバイザー） 

      鹿島清子氏 
 
 

場 所：コミュニティールーム 

託 児：あり（要申込み） 

 子育てプログラム ※申し込み受付は 

実施日の２週間前から 

親子リトミック教室 

１０日（火）  11:00～12:00 

 
指導：末宗薫氏・久納加奈子氏 
（サウンドポップ・ミュージックスクール） 

持ち物：ボール 

 
ピアノの音や歌に合わせて、大きく動いたり、
そっと動いたり、跳ねたり、揺れたり…親子
で楽しい ふれあいの時間をすごしませんか？ 
クリスマスの歌に合わせて体を動かすよ☆ 

えいごであそぼ！ 

Peek-a-boo 
１１日(水）  11:00～11:30 

 
講師：ピスチェヒナ・アナスタシア氏 
 
絵本や歌あそびなど、英語に親しむあそび
の会です。英語の音楽に合わせて 
親子で楽しく体を動かすのも楽しいですよ☆ 

１９日(木)  13:30～15:30 

    （ 毎月第３木曜日 ） 

講師：矢野英二氏（矢野小児科医院） 

＆HUG くみスタッフ 

託児：あり（定員あり）    
 
矢野小児科医を囲んで、子どものこころと体を 
育む話を聴いたり、育児の喜びや困りごとや 
これからの子育てなどについて話したり 
しませんか？ 

 

たのしい絵本の読み聞かせ 
 
２０日(金)  11:15～11:45 
読み聞かせボランティアグループ 
「うさこちゃんのおひざ」 
 
場所：研修室 
 
うさこちゃんのお友達も来ます！ 
みんなに 
クリスマスプレゼントがあるよ♪ 

 

子連れ de ヨガ 

２日(月)、１６日（月） 

11:00～12:00 
講師：髙倉佳代子氏（ヨガインストラクター） 

参加料：１00円 

定 員：10名程度 

持ち物：飲み物、汗拭きタオル 
 

 

WAKUWAKUつみきくらぶ 

１９日（木） 10:30～12:00 

講師：竹田好文氏 
 

たくさんの積み木を使って自由な発想で 

あそぼう！創造力・想像力がつきます☆ 

木の香りや積み木の角が、感性をくすぐり 

ます。積み上げる・壊すも遊びです。 

今月はつみきでクリスマスツリーを作るよ☆ 

 

※申し込み受付は 
実施日の２週間前～ 

「クリスマスの 

ふしぎな はこ」 
 
長谷川摂子 ぶん 

斎藤俊行   え 

だれにも ひみつの 

サンタさんの はこ。 

サンタさん もうすぐ 

ぼくの とこに 

くるかな… 

講師：臨床心理士 合田紀子 氏 

【講師紹介】 

社会福祉法人 萌葱の郷 豊後大野市子育て総合支援センター 

こども発達・子育て支援センター なかよし広場 

大分県発達障がい者支援センター ＥＣＯＡＬ 

を中心に、県内各地の母子保健施設や保健所の事業に携わる 

 

対象：妊産婦・乳幼児親子 

   定員：15名程度 

   託児：あり（定員あり） 

小児科医とＨＵＧ育トーク 

こころの子育てはじめの一歩！ 
～子どもとの暮らし 

   少しだけ変えてみませんか～ 

参加したママたちの声 
 

●読解力の大切さ、ネットやスマホ依存の恐ろしさを実感しました。 
 読み聞かせをたくさんしようと思いました。 
 
●子どもが打ち込めること、じっくり見たり、考えたりする時間を 
しっかりとって、個性を伸ばしてあげたいと思いました。 

 
●他の人の質問に答えていた内容が自分の悩みにも当てはまりまし
た。子どもの立場に立つことが一番だと気づきました 

 パパ 15名が参加しました☆ 

「大分県産ヒノキを使った円形木琴」を作りました。 

大分大学教育学部の市原靖士教授、中原久志准

教授と大学生、大学院生 17 人が HUG くみに来て

一緒に制作を手伝ってくれました。参加したパパは

子どものおもちゃ作りを楽しみ、学生と子どもの交

流や、パパ同士の交流もできました。 

パパ企画!!! 

「癒しの円形木琴をつくろう！」 

を 11/9（土）に開催しました 

参加したパパたちの声 

●このようなパパ企画があったらまた参加したい！ 

●普段しないことを通して子どもとの交流もできて 
良い体験になりました。 

 
●子どもの喜ぶ顔を見て、もっと積極的に育児の 
手伝いをしようと思いました。 

クリスマスバージョン 今月は 

ＨＵＧくみでクリスマス 
の雰囲気を味わおう！ 

４日（水）10:30～12:30 

相談員：歯科衛生士 山田良

子氏 
 
大切なお子さんの歯について 
気軽に相談しませんか？ 
臨床心理士相談日 
 
相談員：臨床心理士 

板井奈穂子氏 

 
 
子どもの行動（乱暴、わがまま等）や 
発達（言葉の遅れ、話が通じない等）子育ての困り 
ママの不安など… 
悩みを気軽に相談しませんか？ 

24日（火）10：30～12：30 

相談員：歯科衛生士 山田良子氏 
 
大切なお子さんの歯について 
気軽に相談しませんか？ 

５日（木）10：30～12：30 
 
大切なお子さんの歯について 
気軽に相談しませんか？ 

相談員：歯科衛生士 

      山田良子氏 

 

相談員：歯科衛生士 山田良

子氏 
 
大切なお子さんの歯について 
気軽に相談しませんか？ 

 
 

９日（月）10:30～12:30 

※来月 1 月 28 日は、深見助産師による 
子育て講習会を予定しています！ 

マークは、要予約です 

12日（木）10：00～12：00 
 
大切なお子さんの歯について 
気軽に相談しませんか？ 

mailto:E-mail　kosodate@hiji-syakyo-k.jp
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