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HUG くみだより 2021 年 6 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 

6月 ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

歯科衛生士相談日 
10：00～12：00 

歯科衛生士 二村紀子 

4 名（うち 1 人 30 分） 

 

 

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 8 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！ 

 

集団相談会 暖暖 
10：00～12：00 

大分県発達障がい者支援センターECOAL 

副センター長 田中 秀征 

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 8 組 

★申し込み 随時 

親子で一緒に、リフレッシュにもなりますよ♪ 

みんなで踊りませんか❔ 

 

栄養士相談日 
10：00～12：00 

栄養士 此本 紀代子 
4 名【うち 30 分】 

子どもの食事について 

気軽に相談しませんか？ 

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 
乳幼児親子 8 組 

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(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 

 

おすすめ絵本の紹介 

おばあちゃんのうちに行くのに、雨が降って
きたよ。かたつむりタクシーに乗って 
いろんな所を通っていこう！！ 

「かたつむりタクシー」 
さく たむら しげる 

色んな生き物に雨がぬれています。 
雨があたる音色が心地良い絵本です 

…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 

ＨＵＧくみの 

お部屋で、気軽に 

相談できます♪ 

すべての行事が申し込み制です 
申込みは２週間前～ 

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 

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 

※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！！ 

 

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！！ 

 

WAKUWAKU つみきくらぶ  
10：30～12：00 

竹田 好文 
5 組 参加費：無料 

 

たくさんのつみきを使って遊ぼう！！ 

子育て講習会  

【親子でにっこりベビーサイン】 

～赤ちゃんだって話したい～ 

10：30～11：30 

講師：石井 あつこ 

対象 ０歳-1 歳半 10 組 

★申し込み２週間前から 

 

つむぐ茶話会(小学生以下) 

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 

 

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 

 

産後のケアを目的としたヨガです。 

ベビーヨガもするよ★ 

 

当事者を持つ保護者の方７組 

 

おうち🏠から  と繋がろう！！ 

「かささしてあげるね」 
ぶん はせがわせつ子 え にしまきかやこ 

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！！ 

 

 

ホームページ 

梅雨の時期にぴったりの絵本をご紹介します♪HUG くみに置いています 

『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！ 
 

『ブログ更新中！！』 

HUG くみの様子がわかるよ★ 

動画での行事報告など 

更新中★ 

のぞいてみてね♪ 

http://hiji-syakyo-k.jp 

日出町 HUGくみ 

HUG くみの出来事や、情報提供をしています。 

開催した行事を HUG くみホームページ【ブログ】で報告！！ 

HUG くみの様子を SNS で知って、実際に遊びにくるきっかけにしてね♪ 

 

新型コロナウイルス感染症の状況により、行事の延期や中止になる場合があります 

たのしい絵本の読み聞かせ 
11：15～11：45 

乳幼児親子  6 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！ 

HUG くみヨガ講師の高倉佳代子先生に 

【おうちでできるセルフヨガ】を 

教えていただきました★ 

HUG くみブログなどでご紹介してます！ 

ぜひ、おうちでやってみてね♪ 

今回のテーマは【呼吸】 

マスク生活の中で気づかないうち

に呼吸が浅くなっていませんか？ 

日々の育児の合間に取り入れて

自分と向き合う時間を作ってみて

くださいね♪ 

 

＠hijisyakyo_kosodate 

写真や動画で日々の情報を発信 

#日出町子育て 

#HUG くみ 

＃日出町地域子育て支援センターHUG くみ 

日出町保健福祉センターが、新型コロナウイルスワクチン
の集団接種の会場設営のため HUG くみを閉館いたします 
 
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願
いいたします 

 

行事の予定を定期的にお知らせしてます！ 

LINE のメニューからブログやおたより 

Instagram のページに１クリックで飛べます✈ 

友だち登録してね⭐ 

HUG くみスタッフによるわらべうたや 

月齢にあった絵本の紹介、よみきかせのポイント 

など配信中★おうち時間を楽しんでね(^^)/ 

HUG くみ 

一日閉館 

午後閉館 

ひじハピ 

「わくわく交換会」 

10：30～12：00 6 組 

※10 品以上の交換品準備 

mailto:E-mail　kosodate@hiji-syakyo-k.jp
https://www.irasutoya.com/2019/07/169.html

