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HUG くみだより 2020 年 12 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 

12 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 10 組 

※10 品以上の交換品準備 

 

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） 

※歯ブラシを持ってきてね 

 

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）7 組 

参加費：100 円 

親子リトミック教室 
 11：00～11：45 

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 2０組 
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 

※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！！ 

 

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 

 

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） 

 

 

みんなで 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 

えいごであそぼ！ 

    Peek-a-boo 
 11：00～11：30 
Hello 英会話 English School 

ピスチェヒナ・アナスタシア 
乳幼児親子 12 組 

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！ 

 

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） 

たのしい絵本の読み聞かせ 
11：15～11：45 

乳幼児親子 10 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」 
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） 
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？ 

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(成人) 
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 

わらべうたあそび 

12：00～12：30 
乳幼児親子 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？ 

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 

ベビーヨガ 

ベビーマッサージもするよ★ 

…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 

…クリスマスバージョン 

★すべての行事が申し込み制です 

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 

※妊娠 5 カ月以上（安定期の方） 

 

 

「クリスマスのふしぎなはこ」 
ぶん 長谷川摂子 え 齋藤俊行 

「まどから★おくりもの」 
作 五味太郎 

サンタさんがまどからくれた 
プレゼントはみんなにピッタリか
な？窓が開いた楽しいしかけ絵
本です 

家の下で見つけたサンタ
さんがみえる箱 サンタ
さんはぼくの家にも来て
くれるかな？ 

パパと遊ぼう！ 
ダンボールワークショップ 

  
 

 

 

 

ママといっしょにピッカーブ

ー！ 

 

  ハッピー☆ハロウィン 
  『かぼちゃの重量当てクイズ』 

11 月 12 日（木） 

“めじろん”が来ました！ 

 

日 時 ： 令和 2 年１2月 12日（土） 

１０：30～１2：00 

場 所 ： 日出町保健福祉センター 交流広場 

※雨天時/多目的ホール 

対 象 ： 乳幼児親子 

定 員 ： １2 組 

 

休 休 休 

年始は 1/4（月）～ 

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） 

 

 

大分県のコロナウィルス対策の 1 つとして、先端技術を使って換気を促す機器の実証実験を HUG くみで実施する

ことになりました！そのお披露目イベントとして“めじろん”と一緒に HUG くみスタッフが内容の寸劇を披露しました。

これから寒くなる冬は密室になりがちですが、HUG くみでは“めじろん”の人形が換気の必要な時には、歌って踊っ

てお知らせしてくれるので安心です！ 

この機器のセンサーが 

HUG くみ内の二酸化炭素濃度を測定し、 

設定値を超えると、音楽でおしえてくれるよ！ 

〝めじろん“と記念撮影もしたよ♥ 
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 

寸劇の様子 

期間中は、たくさんの親子が参加してくれました★ 
かぼちゃの重さは 1.8 キログラムでしたよ！ 
なんと！！！ピタリ賞は１名✨ 
ニアピン賞は 5 名でした😊 

おめでとうございます🎊🎊🎊 

発達障がい児の親と共に歩む会「つむぐ」（余暇支援活動） 

【日  時】 12 月 19 日（土） 
10：30～11：30 

【場  所】 母子保健室 
【参 加 費】 100 円程度のプレゼント交換品 
【参加対象】 発達障がい児とその保護者 
【人  数】 10 組程度 

クリスマス会 

） プレゼント交換や 

BINGO 大会をするよ～★ 

👑ピタリ賞👑 

【ラエリヴ】さん 

👑ニアピン賞👑 

【ヒーコ】さん 

【岩どん】さん 

【みょっくん】さん 

【タカキコ】さん 

【しゅんパパ】さん 

栄養士相談日 
10：00～12：00 

栄養士 此本紀代子 

4 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？ 

 

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 

 

日  時 12/2（水） 
12：00～12：30 

対  象 乳幼児親子 4組 

Zoomアプリをダウンロードしてください 
申し込み後、zoom入室 ID/PWをお知らせします 

Zoomの操作方法について気軽に問い合わせください 

【わらべうたであそぼ！】 【Zoom でおしゃべり会】 

日  時 12/25（金） 
12：00～12：30 

対  象 妊娠中の方 4名 

Zoomアプリを使用してお家から参加できます♬ 

オンライン HUG くみ  

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？ 

・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？ 

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

