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HUG くみだより 2021 年 3 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 

3 月  ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

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

♪ 

 

 

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】 

 

 

【セルフリンパ流し講座】 
11：00～12：00 

サロンリラクゼーション Inaho 小川文乃 

    

子育て中のママ 6 組 

※お子様連れでどうぞ♡  

11:00～11：30 講座 

11：30～12：00 施術（限定２名） 

 

 

 

 

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？ 

「どのはな いちばん 
すきな はな」 

 

ぶん いしげまりこ 
え  わきさかかつじ 

HUG育文庫より 絵本の紹介 

暖かくなって道端にも 

いろんな花が咲きはじめ

ましたね。 

みんなはどんな花が好き

かな？ 

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？ 

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！ 

「チリとチリリ」 
作 どい かや 

チリとチリリが早起きをした日、 

自転車に乗って森の中へ行くと… 

優しい色の絵とステキなお話です。 

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） 

※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 

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！！ 

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 

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） 

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 

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 

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 

ベビーヨガ 

ベビーマッサージもするよ★ 

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 

ベビーヨガ 

ベビーマッサージもするよ★ 

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 

※お子様連れでどうぞ♡  

 

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 

 

 
『ひな人形🎎』を製作しました 

 
3 月は、桃の節句の「ひな祭り🌸」がありますね。 
今回は、『ひな人形🎎』を、親子で作りました。 
紙皿の台紙を選んで、お内裏様とお雛様の顔を書き込んで、
しっかりのり付けしたら、ステキなひな人形の完成です。 
パパやママと一緒に楽しく作りました❣ 
おうちに飾って、みんなで楽しい「ひな祭り🌸」になります 
ように…☺ 

 

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 1 人 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？ 

てしごと工房 
【ガーゼハンカチをつくろう】 
10：30～11：30 

藤内千恵美 
5 名 
託児あり（定員あり） 
参加費：300 円 

 

 

 

パパとあそぼう！ 

 

 

 
 
 
 

静岡大学・法政大学・公益財団法人静岡県舞台芸術センター

（SPAC）の有志による、子どものための新型コロナウィルス感

染症対策動画「コロタイジャー」のサイトです。 

ヒーローと子どもたちとが楽しみながら学びながら一緒にこ

の状況を乗り越えていこう！ 

是非、お子さんと一緒に視聴してみてくださいね😘 

子育て講習会「パパと一緒にえのぐとあそぼう！」 
～こどもはみんなアーティスト～ 

 

 

子どものための 

新型コロナウイルス感染症対策動画 

『健康戦士コロタイジャー』 

 

【日時】３月２７日(土)  

    １１：００～１２：００ 

【対象】３歳未満の子どもとパパ 

【人数】６組 
 

※ 汚れてもよい服装で来てください。 
※ きょうだいの参加もＯＫです！ 
※ 手話もできますので、聴覚に障害のある 

お子さんもお気軽に参加してください❣ 

 
パパと一緒にわらべうた 

子育て講習会～体を使った ふれあいタイム～ 
 
『パパ達に子どもとふれあってもっと仲良し親子になってもらおう！』と
【わらべうた講座】を開催しました。講師は、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」。パパ対象ということで“体を使った
わらべうた”でふれあいを楽しみました。 
まずは、お馴染みの『ととけっこう よがあけた』で、“いないいないば
あ”をしながら朝のごあいさつ。 
 
“ひざのせ”や“おさんぽ”の 
わらべうたで、たくさん体を 
動かして楽しみました。 
パパ達のステキな歌声で 
子どもたちもよく笑って嬉しそうでした。 
最後は、絵本読み聞かせでゆっくりとした時間を過ごしました。 
 

参加したパパは、帰ってから、すぐに、わらべう 
たであそんだそうです。 
「子どもたちが嬉しそうにわらうから、 
もっとしたくなる！」と、子どもといつもより元気にな
ったそうです。 

 

 

子育てＭＡＰ作成中❣❣ 

 ＨＵＧくみを利用してくれている 
ママたちの有志が集まり、 
『子育てＭＡＰ』を作成しています(^^♪ 
 
コロナで自粛期間中、毎日子どもと家で過ごすことが多く
なり、〝HUGくみも閉館しているし…子どもと一緒に過ご
すところで、どこか安心、安全で設備の整ったいいところ
はないかなぁ…“というママたちのお悩みを解決すべく、
ママ視点で情報を集め、実際に視察にも行ってまとめてい
ます。 
 
 
今回は『公園でピクニック（仮）』をテーマにしたＭＡＰ
を作成中です。 
『日出町で子どもとお出かけ楽しいッ！」と想え
るきっかけになるＭＡＰを作っています。 
できあがったら、紹介しますね！ 

講師紹介 
 
梅本美術研究所  
代表：梅本弥生氏  
 
これからますます感性の時代です。 
心を豊かにし、美しいものを美しいと感じら
れ、そして芸術を通して創造力、想像力、表
現力等をのびのびと自由に発想し、強く生き
る力を養い、自分自身がここにあると実感・
体感していただきたいと思います。 

・★色々な素材に触れながら 
画用紙に描きます！ 

↓ 
★描いた作品でバックを作ります！ 

↓ 
★楽器も作ってあそべるよ！ 
 

無料 
 

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

