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HUG くみだより 2021 年 1 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 

1 月  ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

 

ママの気持ちを話せる日 
10：00～12：00 

臨床心理士 板井奈穂子 

4 名（うち 30 分） 

  子どもの発達について 

子育ての不安や悩みなど 

ママの気持ちを気軽に話してみませんか？ 

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）6 組 

参加費：100 円 

※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 
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 10 組 

リズムに合わせて親子で楽しくふれあいましょう

♪ 

 

 

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） 

 

 

ペアメン・かふぇ 
ペアレントメンター三砂裕美/黒谷宏子 

10：00～12：00 
子どもの発達に悩みを持つ保護者の方 7 名【託児あり】 

 

 

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！ 

 

子育て講習会 
【セルフリンパ流し講座】 

11：15～11：45 
サロンリラクゼーション Inaho 小川文乃 

乳幼児親子 6 組 

 

 

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」 
 

エプロンシアター、大型絵本など 

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？ 

「おせんべやけたかな」 

構成・文 こが ようこ 

HUG育文庫より 絵本の紹介 

網の上のおせんべ。 

次は、どれがやけるかな？ 

わらべうたを唄いながら 

楽しんでみてください。 

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 

 

出産前何を用意したらよいの？ 
など、おしゃべりしませんか？ 

オンラインＨＵＧくみ 

【おしゃべり会】 

12：00～12：30 
乳幼児親子 4 組 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

おしゃべりしませんか？ 

「こよみともだち」 

作 わたり むつこ 

ひとりぼっちの家に住んでいる 

1 月さんから 12 月さんたち。 

お友達を探しに、他の月のドアを

“とんとん” 

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 6 名 

参加費：200 円 

 

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 

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 

6 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！！ 

 

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 

※妊娠 5 カ月以上（安定期の方） 

 

 

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） 

 

 

…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 

★すべての行事が申し込み制です 

      マタニティ・ 
   ハンドメイド 

    10:30～11：30 
 

     講師：藤内千恵美氏                                 
妊娠中の方     8 名 

参加費：300 円 託児あり 

持ち物：裁縫道具 
 

生まれてくる我が子に 
手作りの「スタイ」を 
プレゼントしませんか？ 

 

 

 

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！！ 

★すべての行事が申し込み制です 休 休 

『パパと遊ぼう！ダンボールワークショップ』 

がありました(^^♪   大分県「子育て推進事業」 

日 時 令和 3年 1月 20日（水） 

11：15～11：45 

場 所 母子保健室 

参加料 無料 

子育て講習会 

基礎代謝アップ！！ 

セルフリンパ流し講座 

HUG 育文庫とは… 

矢野小児科 矢野英二先生が日出町の子どもの

健やかな成長を願い、、寄贈してくださった絵本や

育児書のことです 

講師は『NPO 法人ファザーリングジャパン九州』の幸野晋也氏。 

夫婦で子育てをすることの大切さ、家事シェアの方法を学んだ後は、 

ダンボールワークショップで大きなお家や車を作って楽しく遊びましたよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年、あけましておめでとうございます。 

今年も『ＨＵＧくみ』をどうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

昨年は、コロナの影響で利用者の親子のみなさまに大変、ご迷惑をお

かけいたしました。私たちスタッフは、どのように HUG くみを運営してい

くか…子育て家庭とどう繋がっていくか…試行錯誤で色々なことに挑

戦した年でもありました。みなさま方から貴重な意見等をいただき、背

中を押してもらい勇気づけられたこともありました。感謝の気持ちでい

っぱいです。 

今現在では、12/7～ＨＵＧくみの入館制限および各行事等の人数制限

を行っております。 

今年も、まだまだコロナ禍は続きそうですが、みなさんに親しまれ利用し

やすい施設を目指して、スタッフ一丸となって全力を尽くしてまいりま

す。 

また、おたよりやホームページ等で情報を発信して参りますので引き続

きご協力いただきますようお願い申し上げます。 
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クリスマス企画 

サンタさんへおねがい💛❣ 

HUG くみのクリスマスツリーに『おねがいごと』を書いて飾ってくれたお友達に、

HUG くみサンタさんから、ちょっとしたプレゼントが❣ 

●ミニパートナーシップ講座 

●ダンボールワークショップ 

『HUG くみホームページ』のトップより 

混雑状況を確認できるようになっています。 

来館前に確認することができますよ！ 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

http://hiji-syakyo-k.jp/ 

講師 

訪問型リラクゼーション 

サロンリラクゼーション Inaho 小川文乃 

パパ、お疲れさまでした。お子さんと遊びに来てね！ 

【感想】 

・子どもが集中して何かを作るのが好きなことがわかった 

・子どもが意思表示するようになっていた 

当選者発表 

【みこぷー】 

【こはる】 

【ゆいなまま】 
※ペンネームでの表示です 

サンタさん🎅が、HUG くみのお

部屋で抽選してくれましたよ～💛 

クリスマス工作もしたよ💛

✏ 

HUG くみ  
わらべうたとよみきかせの時間 

平日 11：30～ ／ 14：30～ 

HUGくみのお部屋でスタッフによる 

わらべうたとよみきかせを行っています 

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

