
 

…コロナ禍の中の 妊娠・出産・子育て… 
出産後に初めて HUGくみに来館する親子が多くいます。ちょうど出産が緊急事態宣言の時期だったため 
『産後すぐ遊びにいける場所がなくて…誰とも話さず寂しい思いをした』 
『里帰りもできずに、頼れる人がいなくて大変だった』などの声を聞きます。 
中には HUGくみを『妊娠中から利用して、もっと色々なサービスを活用していればよかった』とおっしゃる方もいます。 
 
そんな声をきくと、HUGくみは妊娠中から利用できる場所であることや、妊娠期から使える子育てサービスがあることをもっと
伝えていかなければ…と思いました。 
HUGくみは、妊娠期から子育て中の方が利用できる場所です。 
なかなか遊びに来ることが難しい方は、電話やメールで気軽に相談することもできます。 
どうぞ出産前から HUGくみを利用してみてください。妊娠期から参加できる行事もたくさんご用意しています。 
HUGくみでは、安心して妊娠、出産、子育てができるよう地域の子育て家庭に寄り添っていきます。 
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HUG くみだより 2020 年 10 月号 
日出町 

地域子育て支援センター 

日出町児童館 

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/ 

日出町児童館 

開館時間 

●平 日／10:00～12:00 13：00～17：00 

●土曜日／10：00～12：00 13：00～16：30 

※日曜・祝日、年末年始はお休みです 

日出町地域子育て支援センターＨＵＧくみ 

開館時間 

●平日／土曜日 

10:00～12:00 13：00～15：00 

※日曜・祝日、年末年始はお休みです 

10 月  ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

ひじハピ「わくわく交換会」 

10：30～12：00 15 組 

※10 品以上の交換品準備 

★申し込み 2 週間前から 

ご自宅で使わなくなった物を 

物々交換しませんか？ 

子ども服、日用品、玩具などあります 

マタニティ・ヨガ 
11：00～12：00 

ヨガインストラクター 髙倉佳代子 

妊娠中の方 6 名 参加費：300 円 

★申し込み 随時 

※妊娠 5 カ月以上（安定期の方） 

呼吸法やリラックス法が、出産時、役に立ちます 

 

 歯科衛生士相談日 
10：00～12：00 

歯科衛生士 二村紀子 

6 名（うち 1 人 20 分） 

★申し込み 2 週間前から 

※歯ブラシを持ってきてね 

 

栄養士相談日 
10：00～12：00 

栄養士 此本紀代子 

6 名（うち 1 人 20 分） 

★申し込み 2 週間前から 

子どもの食事について 

気軽に相談しませんか？ 

 

ベビマ・レッスン HUG くみ♪ 
11：00～12：00 

ベビーマッサージ教室 Touch Days 安田亜沙美 

乳幼児親子（歩き始めるまで）12 組 

参加費：100 円 

★申し込み 2 週間前から 
※大きなバスタオルと飲み物を持参 

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♪ 

親子リトミック教室 
1 部 11：00～11：30 

2 部 11：40～12：10 

サウンドポップ・ミュージックスクール 

末宗薫・久納加奈子各部 15 組 

★申し込み 2 週間前から 

リズムに合わせて親子で楽しくふれあいましょう♪ 

 

 

子連れ de ヨガ 
11：00～12：00 

ヨガインストラクター 髙倉佳代子 

10 組 参加費：100 円 

★申し込み 2 週間前から 

※お子様連れでどうぞ♡  

育児で疲れた体をヨガでリフレッシュ！！ 

 

子連れ de ヨガ 
11：00～12：00 

ヨガインストラクター 髙倉佳代子 

10 名 参加費：100 円 

★申し込み 2 週間前から 

産後 de ヨガ 
11：00～12：00 

ヨガインストラクター 髙倉佳代子 

産後 1 年以内のママ 10 名 

参加費：200 円 

★申し込み 2 週間前から 

産後のケアを目的としたヨガです。 

ベビーヨガもするよ★ 

 

マタニティ・ヨガ 11：00～12：00 
ヨガインストラクター 髙倉佳代子 

妊娠中の方 6 名 参加費：300 円 

※妊娠 5 カ月以上（安定期の方） 

★申し込み 随時 

 

 
暖暖 10：00～12：00 

大分県発達障がい者支援センター 

副センター長 田中秀征 

当事者を持つ保護者の方 7 名  

※妊娠 5 カ月以上（安定期の方） 

 

 

親子で Lets’フラ 
11：00～12：00 

ハワイアンダンスハノハノフラ代表 永埼弘子 

乳幼児親子、祖父母 15 組 

★申し込み 随時 

 

 

えいごであそぼ！ 

    Peek-a-boo 
 11：00～11：30 

ピスチェヒナ・アナスタシア 
乳幼児親子 10 組 

★申し込み 2 週間前から 

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！ 

 

子育て講習会 
【親子が笑顔になる 

子育ての秘訣】 
10：30～12：00 

臨床心理士 合田紀子 

12 名 託児あり  

方） 

 

 

保育コーディネーター 
相談日 

10：00～12：00 

藤原こども園 保育主幹教諭 髙月美穂 

6 名（うち 1 人 20 分） 

保育園、幼稚園、こども園の違い 

園の生活など聞いてみませんか？ 

★申し込み 2 週間前から 

 

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 

矢野小児科 院長 矢野英二 
＆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、他希望者 15 名程度 

託児：あり（定員あり） 

★申し込み 随時 

たのしい絵本の読み聞かせ 
11：15～11：45 

乳幼児親子 15 組 

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」 
★申し込み 2 週間前から 

パネルシアター、エプロンシアター、 

紙芝居、絵本の読み聞かせなど、 

楽しいお話が盛りだくさん！ 

助産師相談日 
10：00～12：00 

助産師 深見育子 

4 名（うち 1 人 30 分） 
★申し込み 2 週間前から 

妊娠中の方から赤ちゃんのことについて 

何でも相談してみませんか？ 

HUG くみからの 

お知らせが届くよ いいね！フォロー 

お待ちしています 

HUG くみスタッフによる 

『わらべうた』を中心に 

動画配信中！ 

ブログなど毎日更新してます！ 

みてね～☆ 

 

ホームページ更新中！！ 

子育て講習会 

【親が笑顔になる子育ての秘訣】 
～乳幼児期の心の育ちと関わり方～ 

臨床心理士 合田紀子氏 

 

 

 

 

 

 

…マタニティ・プログラム …相談日 

…出産後の応援プログラム 

…子育てプログラム …zoom 配信 

…学びの場 

パパサークル『日出ッ PA！！』 

絵本の貸し出しはじめました 

ホームスタート・ひじ 

誰かと話したい… 家事・育児を手伝ってほしい… 子どもを預けたい… 

家事・育児サポート ファミリー・サポート・センター 

毎月 1 回、パパたちのコミュニティーの場を作っています 

子どもが言うことを聞かないとき、パパはどうする？など 

父親の具体的な子育てスキルの共有やストレス解消 

父親の仲間作り…をパパ同士で話します 

 

また、魅力のあるイベントを検討中です⭐ 

ご存じですか？“妊娠期から利用できる”子育てサービス 

相談したい… 

子育てパートナーぽっけ 

オンラインHUGくみ 

子育て講習会『ことばの力を届けよう』 

「やさいのせなか」 
作 きうち かつ 

専門の相談員が支援センターＨＵＧくみに

常駐しています。 

子育てのこと、暮らしのこと、地域のこと、

仕事のこと…など 

その人に寄り添い、必要な情報を伝え、繋

げていきます！ 

地域の先輩ママが訪問し、寄り添い 

傾聴(話を聴く)協動(一緒に何かをする)

ことであなたをサポートします！ 

妊婦さんや、産後のお母さんの 

家事・育児をお手伝いします！ 

生後、約 6 か月からのお子さんの 

託児・送迎を行っています！ 

ホームスタート・ひじ ℡090-5292-3853 家事育児支援事務局 ℡ 85-8899  ファミリー・サポート・センター℡ 85-8899 日出町社会福祉協議会 ℡ 85-8805 

HUG育文庫より おすすめ絵本の紹介 

Zoomアプリを使用しておうち🏠から参加できます 

日 時 ： 令和 2 年１0 月 26 日（月） 

１０：30～１２：００ 

場 所 ： 日出町保健福祉センター 

研修室 

対 象 ： 妊産婦、乳幼児親子 

定 員 ： １2 名程度 

託 児 ： あり（定員あり） 
 

※申し込みは 10/1～です 

【わらべうたであそぼ！】 
HUGくみでするわらべうたと違ったわらべうたをするよ！ 

親子で、みんなで一緒に楽しみませんか？ 

妊婦さん集まれ♡  【Zoom でおしゃべり会】 

日  時 10/22(木)12：00～12：30 
対  象 妊娠中の方 4 名 

・出産前、何を用意したらよいの？ 

・出産に向けてこんなこと聞きたいな～ 

など、みんなでおしゃべりしませんか？ 

日  時 10/14(水)・29（木） 
12：00～12：30 

対  象 乳幼児親子 4 組 

～心と体の健康と成長にも役立つ幸せの魔法～ 

言葉の大切さ、言葉の持つ力 

幸せになる光の言葉を、水の結晶の映像を見ながら教えていただきました 

『良い言葉＝光の言葉』を使って子どもに言葉がけすることで 

自信を持って行動できる「生きる力」を育むことに繋がることを学びました 

講師 明石二郎氏 
Healing forest 代表 

お家にある野菜はどんな模様に

なるのかな？ 

試してみたくなる一冊です 

つむぐ茶話会(低年齢) 
10：00～12：00 

発達障がい児を育てている親の会

の茶話会です 参加費：100 円 

 

つむぐ茶話会(中学生以上) 
10：00～12：00 

発達障がい児を育てている親の会の

茶話会です 参加費：100 円 

 

オンラインＨＵＧくみ 

妊婦さん集まれ♡ 

【Zoom でおしゃべり会】 

12：00～12：30 
妊娠中の方 4 名 

★申し込み 随時 

出産前何を用意したらよいの？ 

など、みんなでおしゃべりしませんか？ 

オンラインＨＵＧくみ 

わらべうたあそび 
12：00～12：30 
乳幼児親子 4 組 

★申し込み 随時 

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 
乳幼児親子 4 組 

★申し込み 2 週間前から 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」をしませんか？ 

 

当日は 15組のママ、パパが参加しました 

HUG 育文庫とは？ 

矢野小児科医院 

矢野英二先生が 

寄贈して下さった 

248 冊の本です 

たくさんの親子が、絵本や育児書を借りてい

ます！ 

おうち時間を楽しむきっかけにもなりますよ♡ 

対 象：町内在住妊婦さん、乳幼児親子 
冊 数：こども 1 人につき 2冊 
期 間：1週間 

どんな育児グッズがあるのかな？ 
教えてほしい 
地域のことが分からない。 
小児科ってどこにあるの？ 
知人がいないので話したい  など 

食事の準備 
洗濯 
掃除 
買いもの  など 

離乳食作り 
オムツ交換 
ミルクの調乳 
沐浴介助 など 

家事支援 育児支援 
託児 

送迎  
 ＊産後すぐ、上の子の園の送迎をしてほしい 

 

＊健診のとき、上の子をみていてほしい 

＊生まれてから、近所に預ける人がいない 

＊美容室に行ってリフレッシュしたい 

引っ越してきて 
地域のことがわからない… 
 
初めての出産で不安…  など 

 

産後すぐ、上の子の送迎をしてほしい 

マタニティ・ヨガの様子 

「14 ひきのやまいも」 
作 いわむら かずお 

“もりのあきはみのりのあき” 

大きなやまいもほれるかな？ 

    

★すべての行事が申し込み制です 

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

