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HUG くみだより 2021 年 4 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 

４月  ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

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 

 

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 

 

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 
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 

★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 

 

 

栄養士 座談会 
10：15～11：45 

栄養士 此本 紀代子 

6 名 

（託児あり） 

 栄養士さんを囲んで、離乳食のことなど 

みんなで相談したり、情報共有したりしませんか？ 

助産師相談日 
10：00～12：00 

助産師 阿部真理子 

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？ 

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 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♪ 

 

 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？ 

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♬ 

HUG育文庫より おすすめ絵本の紹介 
「はたらく 

くるまのずかん」 

五十嵐美和子 消防車には、たくさ

んの種類があるの

知ってた？ 

いろんな車のこと、

もっと詳しくなろう！ 

「おべんとう」 

作 小西英子 

きみのお弁当には、

何が入っているか

な？おいしいお弁当

どこで食べる？ 

★すべての行事が申し込み制です 

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 

★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★ 

 

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） 

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 

★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！！ 

 

WAKUWAKU つみきくらぶ 
10：30～12：00 

竹田 好文 
5 組 参加費：無料 

★申し込み 2 週間前から 

 

子育て講習会 
 

『乳幼児期の 
豊かなコミュニケーションを 

築く関わり方』 
10：30～12：00 

臨床心理士 合田紀子 
 

 

 

 

 子育て講習会 
『乳幼児期の豊かなコミュニケーションを築く関わり方』 

2021 年度（令和３年度）が始まりました！ 
スタッフ一同よろしくお願いします<m(__)m> 

報告 3月 27日（土） 

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～ 
 

梅本美術研究所の梅本弥生先生の指導のもと 

パパと子ども達を中心に、『バッグとマラカス』を 

作りました。 

 

まずは『バッグ作り』。 

画用紙に、クレヨンで 

好きな絵を描いたら 

次は、絵の具で色塗り。 

先生が作ってくれた 

お手製の絵具パレットを 

使って、思い思いの色が 

画用紙に広がりました。 

そして、シールをペタペタと貼ったら、 

ひとまず乾燥です。乾いた画用紙を半分に折り、両面

テープで留めて、取っ手を付けたら、バッグの完成で

す！ 

 

次は画用紙を乾かす間に『マ

ラカス作り』です。乳酸菌飲

料の容器に大きめのビーズ

を入れたら２つを繋ぎ合わ

せて、テープで補強。 

周りにシールを貼ったら、自分だけの

『マラカス』が完成！ 
 
 
 

出来上がったバッグに、マラカスを入れて素敵な笑顔

の親子が帰っていきました。みんなパパやママと真剣

に取り組んで素晴らしいアーティストの姿でした。 

3/3（水）ひじハピ『わくわく交換会』実施しました😍 

日出町の子育て中のママを応援するイベント 

『わくわく交換会』を実施しました☺ 

 

自宅にある不要になった育児 

用品はもちろん生活用品や 

おもちゃ、洋服など… 

「まだまだ使えるけれども…」 

「新しいまま一度も使ってないけど 

うちでは使わないなあ…」 

というものがあったりしませんか？ 

 

誰かに使ってもらえると嬉しいですよね✨ 

そんなこんなを 10 品以上持ち寄って、 

みんなで物々交換をしています😍 

リピーターも多く、初めて参加したママ達も一緒に賑わいました✨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋服や本なども出品していますよ 

おもちゃとカチューシャを 

Get したよ❣ 

ほしいものが重なったときは 

ジャンケンをしてほしいものを Get❣ 

 
～参加者の声～ 

★ 保育園で使えるものがたくさん手に入って 
良かったです！ 

★ 自分がいらないと思っていても案外、 
貰ってくれる人がいます！ 

★ 服やおもちゃ、本など何でもあります！ 
★ 子どもも一緒に楽しく参加できます！ 

日 時 ： 令和３年４月８日（木） 
１０：３０～１２：００ 

対  象  ： 妊産婦、乳幼児親子 
定  員  ： １０名程度 
託  児  ： あり（定員あり） 

 子育てをしてて、どんな言葉かけや、関わり方をしたらいいか悩む時はありませんか・・？ 

言葉は無理やり教えるものではなく、大人との相互的なやりとりの中で育まれていきます。 

どんな言葉かけ、関わり方をしたらいいか、大人が子どもに接する上での大切なポイント 

を紹介します☝ 

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

