
親子 
     リトミック教室 

       11：00～11：30 
 

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） 

5 組程度 参加費：無料 
 

リズムに合わせて、親子で楽しく 
ふれあいましょう♪ 

※ボールを持ってきてね  

てしごと工房  
10：30～11：30  
講師：藤内千恵美氏 

 対 象：子育て中の方 5組 
材料費：300円 

託 児：あり(定員あり) 
子どものためにハンドメイド 
しませんか？初心者も大歓迎★ 
※お申し込みは 2週間前から 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

臨床心理士 
   相談日  

10：00～12：00 
相談員：臨床心理士 

  板井奈穂子氏 
 

子育ての困り、ママの不安や悩み
を気軽に相談しませんか？ 

スポーツの日 

 

開館時間 

●平日／10:00～12:00  

    13：00～15：00 

※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 

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/ 

  

助産師相談日 
 10：00～12：00 

相談員：助産師 深見育子氏 
 
赤ちゃんのことについて、 

何でも相談してみませんか？ 

小児科医と 

HUG 育トーク 
こころの子育てはじめの一歩！ 

13：30～15：30 
 

講師：矢野英二氏（矢野小児科） 

＆HUGくみスタッフ 
 

乳幼児の子育て中のママ、妊婦さん、 

保育関係者…他 

15名程度 託児：あり(定員あり) 
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みんなで Let’s フラ♪ 
 11:00～11：40  
講師：永崎弘子氏 

（ハワイアンダンス ハノハノフラ大分） 

  乳幼児とその保護者 5組程度  
参加費：無料 

 

マタニティ・ヨガ 
  11:00～12：00  

    講師：高倉佳代子氏                               

（ヨガインストラクター） 
 

妊娠 5カ月以上(安定期)の方 
5組 参加費：300円 

 

 

  

ペアレントメンター 
かふぇ 

  10:00～12：00 
   相談員：ペアレントメンター  

松尾典子氏/坪井加代子氏  
 

子どもの発達に何かしらの不安を 

抱えている保護者 無料 託児：なし 

 

 マタニティ・ヨガ 

   11:00～12：00 
 

     講師：高倉佳代子氏                               

（ヨガインストラクター） 

 

妊娠 5カ月以上(安定期)の方 

5名  参加費：３００円 
 

呼吸法やリラックス法が 
出産時とても役に立ちます！ 
 

 

       えいごであそぼ！ 

    Peek-a-boo 
     11：00～11：30 

 
  

講師：ピスチェヒナ・ アナスタシア氏 

 

5組程度 参加費：無料 

うたって おどって おはなし 

しましょ。ママといっしょに 

ピッカーブー！ 

※お申し込みは 2週間前から 

 

 

31 

 

 

 

海の日 

マークは、要予約です 

  

歯科衛生士 
   相談日 

10：00～12：00 
相談員：歯科衛生士 二村紀子氏  
歯ブラシをもって来てくださいね☆ 

    産後 de ヨガ 
  11:00～12：00 

       講師：高倉佳代子氏                               
（ヨガインストラクター） 

産後 1年以内のママ 

5組 参加費：200円 

※お申し込みは 2週間前から 

 

 子連れ de ヨガ 

  11:00～12：00 
 

     講師：高倉佳代子氏                               
（ヨガインストラクター） 

 
5 組  参加費：100 円 
 
育児で疲れた体をヨガで 

リフレッシュ★ 

お子様連れでどうぞ♪ 

※お申し込みは 2週間前から 

 

ベビマ・レッスン 
HUG くみ♪  

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５組程度 

参加費：100円 

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♪ 

※お申し込みは 2週間前から 

 子連れ de ヨガ 

  11：00～12：00  
     講師：高倉佳代子氏                               

（ヨガインストラクター） 
 
5 組程度 参加費：100 円 
 
育児で疲れた体をヨガで 

リフレッシュ★ 

お子様連れでどうぞ♪ 

※お申し込みは 2週間前から 

 

  産後 de ヨガ 

  11:00～12：00 
 

    講師：高倉佳代子氏                               
（ヨガインストラクター） 

 
産後 1 年以内のママ 

  5 組 参加費：200 円 
 
産後のケアを目的としたヨガです。
ベビーヨガもするよ！ 

※お申し込みは 2週間前から   

 

…マタニティ・ 
プログラム 

…相談日 

…産後プログラム 

…子育てプログラム 

…Zoom 配信 
ＨＵＧくみの 
お部屋で気軽に 
相談できます♪ 

オンライン HUG くみ 

 

 

warabeut

aosobi 

日出町 

地域子育て支援センター HUG くみだより 2020 年 7 月号 

 

おいしいおとなぁに❔ 

さとう しのぶ 作 

 

感染症対策を行い開館しています 

1. 入り口で検温と 

体調確認を行います 

2.消毒や手拭きを 

準備しています 
3.距離を保ちながら遊べるように 

必要に応じて職員が声掛けを行います 

HUG くみの情報 

行事のお知らせなど 

発信しています★ 

 
友だち追加おねがいします♬ 

4.時間帯終了後は、使用したおもちゃの消毒と 

館内の清掃と消毒を職員が行います 

動画配信しています★ 

HUG くみのわらべうた 
NEW BINGO【パペット】 
 

 

7 月 2 日（木） 
7 月 17 日（金） 
7 月 29 日（水） 

てしごと工房 

  
【講 師】ハノハノフラ大分代表 

     永崎弘子（カマカヒラヒラ永崎） 

【インストラクター】小原容子 

【対 象】乳幼児とその保護者 

【参加費】無料 

【定 員】5 組程度 
※動きやすい服 

（腰が揺れる感じが分かるのでできればスカート） 

初めてでも大丈夫! 
フラダンスの基本の音楽に合わせて 
子どもと一緒に、音楽にあわせて 
みんなで楽しく笑顔で Let’s フラダンス! 

“つるつるつるるるるる～” 

なにをたべているのかな❔ 

おいしそう！！ 

Zoom ってどんなことするの❔ Zoom 配信の流れを詳しくレポート！！  

➤入室 

♪とんぼさん とんぼさん めをまわせ 

とんぼさん とんぼさん めをまわせ 

〇〇〇（体のどこか）に とーまった ♪ 

布をくるくるまわして 体のいろんなところに 

とまってあそんでね！！ 

・zoom アプリを使用する媒体にダウンロード 
・zooｍ入室の ID/PW を入力 入室許可をされるのを待ちます 
 

 
初めてでも大丈夫! 

思ったより簡単に 

つながりました 

分からないときは 

HUGくみに連絡して

聞きました 

➤zoom 
スタート 

・HUG くみスタッフが声掛けをして音声の確認などを行います 

・スタッフから当日の流れの説明があります 
・お子さんの状況にあわせて途中入室、退室 OK です 
 

子どもがぐずったので 

途中で退室しました。 

子どものペースに合わせて 

利用できて良かったです！ 

子どもが眠ったけど 

親だけ参加しました★ 

お家からでもみんなと繋がれて 

嬉しかったです♬ 

➤zoom 
終了 

・30 分で Zoom 配信は終了です。 
・HUG くみ側が Zoom 配信を終了したら自動的に終了します 
 

6 月 Zoom 配信の様子 

 

子どもが風邪気味で 

HUGくみに行けなかったところ 

おうちから参加できたので 

よかったです！ 

みんなの顔が見れて 

子どもも大喜びでした★ 

オンラインＨＵＧくみ（わらべうたあそび） 

 

親子で見て楽しんでね🎵 
 
わらべうた 
フラダンス 
フェイスシールドを作ろう 
BINGO    など 

チャンネル登録おねがいします 
 

7/21（火） 
11：00～11：40 

HUG くみ ホームページ 
行事のお知らせ、ブログ更新、など更新中！！ 

行事の申し込みも HP からできるます♬ 

総再生回数 
 2660 回!!! 

 

久しぶりに 

みんなの顔が見れて 

嬉しかったです♬ 

 

“みんなと一緒に 

Peek-a-boo！！” 

 

【講 師】藤内 千恵美 

【対 象】乳幼児の保護者 

【参加費】300 円 

【定 員】５名 

【託 児】あり【定員あり】 

【持ち物】裁縫道具 

 

7/31（金） 
10：30～11：30 

ステッチを入れて、オリジナルのかわいい
ハンカチを作ろう♬ 
スナップをつけるとスタイにもなるよ！ 

～てづくりガーゼハンカチ～ 

1 時間で仕上がるように裁縫が苦手な方でも OK！
無理なく仕上がるようフォローします♬ 

時間 

12：00～12：30 
 

わらべうたあそび  

オンライン 

ＨＵＧくみ 
わらべうたあそび 

12：00～12：30 
 
定員 4 組 
 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」を 

しませんか？ 

オンライン 

ＨＵＧくみ 
わらべうたあそび 

12：00～12：30 
 
定員 4 組 
 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」を 

しませんか？ 

オンライン 

HUG くみ 
わらべうたあそび 

12：00～12：30 
 
定員 4 組 
 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」を 

しませんか？  

LINE のお知らせ 

HUG くみのわらべうた 
NEW  BINGO【パペッ
ト】 
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