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HUG くみだより 2021 年 2 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 

２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 

 

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） 

栄養士相談日 
10：00～12：00 

栄養士 此本紀代子 

4 名（うち 1 人 30 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）7 組 

参加費：100 円 

★申し込み 2 週間前から 
 

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 

★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！！ 

 

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 

★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 

 

 

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 12 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！ 

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） 

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 

★申し込み 随時 

 

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 

4 名（うち 1 人 30 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 

 

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」 
★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？ 

マタニティ・ハンドメイド 
オンラインHUGくみ 

子育て講習会 

『基礎代謝アップ！ 

セルフリンパ流し講座』 

Zoomアプリを使用しておうち🏠から参加できます 

日 時 ： 令和 3年 2月 27日（土） 

      10：30～11：30 

場 所 ： 日出町保健福祉センター 

創作室 

対 象 ： 妊娠中の方 

定 員 ： 7名程度 

参加費 ： ３００円 

その他 ： 託児あり 

【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 2/24(水)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 2/4（木） 
12：00～12：30 

対  象 乳幼児親子 4組 

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・久納加奈子各部 10 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♪ 

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？ 

…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 

 

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？ 

      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     7 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 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 からできます♬ 

【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 

講師：ハンドメイド作家 藤内千恵美  

 

生まれてくる赤ちゃんに手作りスタイを作ってみませんか？ 

 

絵本の貸出しを 

しています 

お子さんが気に入った本を『おうち』で 
ゆっくり読んだり、大人向けの本を時間のある時に 
読んだり…自分も子どもの頃、こんな絵本が 
好きだったなぁ～なんて…『自分らしさ』を 
思い出すきっかけにもなるといいな… 

感染症予防に 

取り組んでいます 

子育て相談窓口 
子育てパートナー『ぽっけ』 
 
子育てしている方、そのご家族や妊娠中の方が、 

悩みをどこに相談していいか分からないときや 

子育て支援の情報を知りたいとき… 

『子育てパートナー』が相談者の気持ちに寄り添い、 

必要な情報を調べたり、適切な支援機関を紹介します。 

匿名での電話相談もできます。 

 

☎日出町子育てパートナー専用電話 

0977-85-8805 

HUG育文庫より おすすめ絵本の紹介 

「おにはうち」 

文 中川ひろたか 

優しいおになら 

 『おにはうち』と 

誘って遊びたいね！ 

「のりまき」 

作 小西英子 

おいしそうな 

 『のりまき』 

一緒に食べたいな～ 

【顔認証・温度測定タブレット】 を設置しました❣ 

【自動手指消毒機】 を設置しました❣ 

HUG 育文庫とは？ 

矢野小児科医院 

矢野英二先生が 

HUG くみに寄贈して 

頂いた本のことです。 【対 象】 町内在住妊婦さん、乳幼児親子 

【冊 数】 子ども 1 人につき 2 冊 

【期 間】 1 週間 

★すべての行事が申し込み制です 

自分のペースで、たくさんの布の中から選んで 

もらうところから、1時間で仕上げてもらいます。 

裁縫が苦手な方も、無理なく仕上がるように 

フォローします。気軽にご参加ください。 

 

借りた方のコメント 

★借りた本の中で「お気に入りの本」が見つかり 

購入しました！ 

★借りた本を寝る前にパパが読み聞かせするのが 

日課です 

★遊ばせながら本を選べるので、とても助かります。 

★親の本も借りることができるので便利です。 

♡矢野先生の想い♡ 

絵本の読み聞かせの効果は多くありますが、特に子どもによい絵本を６才までにたく

さん読んであげると読解力が付きます。語彙も増えます。 国語力や語彙力は、全て

の学習分野を通して必要な授業を理解する力や、問題を理解して読み解く力につ

ながります。さらに、小さい頃から絵本を沢山読んだ子どもは将来的に学力も高くな

りやすい と言えます。絵本の読み聞かせを通して親子の楽しいふれあいの時間も楽

しんでください。そして、日出町に賢い子どもがたくさん育つことを願っています。 

来館時の検温方法が変わりました。 

タブレットに顔を近づけるだけで体温が 

測定できます。子どもも自分の顔が映る

ので興味津々‼たのしく測定することがで

きますよ～☺ 

 

（マスクを着用してないまま測定すると、 
「マスクを着用してください。」と注意されます💦 
機械は賢いですね～💦） 

いつもご協力、ありがとうございます<m(__)m> 

来館時に手指消毒をしていただいていま

す。今まではポンプ式でプッシュするタイプ

のものでしたが、自動で〝シュッ〝と出るタイ

プに変わりました‼消毒液が出る量も多く

なく、とても使いやすいですよ～☺ 

『わらべうた』を 

楽しんで 

もっと仲良し親子に 

なろう！ 

★おすすめの絵本の紹介もありますよ

～ 

 

まずは「耳ほぐし」から～。 

ゆっくり優しくほぐしていくうちに耳はポカポカ…。 

次は「首のリンパ流し」。 

そして「仕上げのリンパ流し」を学びました！ 

お家でもどこでも 1人で「リンパ流し」が 

できるようになりました☺ 

参加したママ達は、講座で身体も心もポカポカ💛 

『癒しの時間』を楽しみました☺ 

次回は３月２３日（火）に開催予定です☺ 

参加者の中から運がいい方（笑）は、 

ハンドマッサージのご褒美もありますよ～☺ 

 

子育てで忙しいママ達の 

日々の疲れが少しでも癒されることを願って 

『セルフリンパ流し講座』を開催しました！ 

 

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 

★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★ 

 

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 

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） 

    パパと一緒に 
   わらべうた 

  11：00～11：45 
 

講師： 

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                                

乳幼児とパパ 6 組 

参加費：無料  

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

