
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUG くみだより 6月号 
日出町地域子育て 

支援センター 

大切なお子さんの歯が生えるまでの手入れ方法や 

歯の磨き方、虫歯の予防についてなど、良い歯の話を

聴きませんか？ 
 

５日(水) 10:30～12:00 

講 師：山田良子氏（歯科衛生士） 
対 象：乳幼児親子 
定員：1０名 
託児：あり（定員あり） 

【子育て講習会】 

赤ちゃんからのいい歯 
のはなし 

産後 de ヨガ 

１０日（月）、２４日(月) 

 11:00～12:00   参加料：200円 

講師：髙倉佳代子氏（ヨガインストラクター） 
持ち物：バスタオル、飲み物、汗拭きタオル 

定員：10名程度 

ベビマ・レッスン HUG くみ 

７日(金) 11:00～12:00 
講 師：安田亜沙美氏 
（ベビーマッサージ教室 Touch Days） 

対象：乳幼児親子（０～１歳） 
定員：10名程度    参加料：100円 

ベビーヨガも行います。
身体に負担をかけない 
育児の姿勢や座り方のコツ

なども教えてもらえます☆ 
 

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♪ 
 

産前産後で体調がすぐれない方、一人での育児に困っている方、 

家事、兄・姉のお世話・育児のお手伝いをして欲しい方など… 

ご希望に添ってお手伝いします 

家事育児支援事業について 
子育てサービスの紹介 

マタニティ・ハンドメイド 

てづくりスタイを作ろう！ 

８日(土) 13:30～15:30 

 
講 師：藤内千恵美氏  持ち物：裁縫道具 
対 象：妊娠中の方   参加料：３00円 

定 員：５名程度    託 児：なし 
 
生まれてくる赤ちゃんのために、肌触りの 

良いガーゼ生地で、愛情を 
込めたスタイを作りませんか？ 

出産後の応援プログラム 

マタニティプログラム 

マタニティ・ヨガ 

４日(火)、１８日(火) 

   11:00～12:00 

講師：髙倉佳代子氏（ヨガインストラクター） 
参加料：300円   定 員：10名程度 
持ち物：バスタオル、飲み物、汗拭きタオル 

 
出産、子育てに向けた体力作りに…。 
妊婦さん同士の不安や喜びの共有ができる 

時間に…。無理なく身体を動かしませんか？ 
呼吸法やリラックス法が出産時役に立ちます！ 

マタニティ・クッキング 

「薬膳料理」作りをしました！ 

歯ブラシを 
持参ください 

『ベビマ・レッスン HUG くみ』 

が始まりました！ 

地域の方との交流サロン 

４日（火）10:00～11:30 
 
折り紙で作った魚で『魚釣り』をして 

遊びます！ 

＜流れ＞ 

10:30～11:15 お話 

１１:１５～11:30 休憩 

11:30～12:00 実践（親子で一緒に） 

廃材を集めています！！ 

・ラップの芯  ・かまぼこ板  ・食品トレー 

・ペットボトル 500ml  ・空き箱  ・包装紙 

※きれいに洗ったものをお願いします 

児童館やじどうかんまつりでの工作などに使用させて頂きます。 

ご協力宜しくお願いいたします！ 

毎月１回、１１:00～12:00の時間帯でベビーマッサージをしています。 

「赤ちゃんをいっぱい触ってほしい」、「親子が触れ合う大切さと幸せを

感じてほしい」という思いで始まった『ベビマ・レッスン HUG くみ』。 

 

初回から、たくさんのママと様々な月齢の赤ちゃんが参加してくれまし

た。いっぱい触ってもらって幸せ 

そうに笑う赤ちゃんをみて、ママ 

たちの笑顔がいつも以上に輝いて 

見えました☆ 

 

次回の予約受付は、５/24（金） 

からです。リピーターも多いので 

お早目の申込みを！ 

５/１１日(土)の 13:30～15:30 に、薬膳について学
び、薬膳料理を食べました。“また参加したい！！”

そう思うあっという間の時間でした。 
 
なつめなどを入れた香りの良いルイ 

ボスティーをゆっくり飲みながら、 
中国医学のお話や妊娠中に食べる 
と良い食材、体調に合わせて効能 

で食材を選ぶこと、料理法などを 
教えて頂きました。講師の先生や 
ママとトークをしながら、充実した 

時間をすごしました♪ 

 
４月からスタート 

家事や育児支援を行う 

家事育児支援員が 

訪問します 

対  象：妊婦 または 産後１年以内の母親 

利用期間：母子手帳交付から産後１年まで 

時  間：月曜日～金曜日 9:00～17:00 （１回につき２時間以内） 

回  数：１回の妊娠につき１０回まで 

料  金：1,000円/時間 

      （子育てほっとクーポン利用可） 

 

問い合わせ： ０９７７－８５－８８９９ （家事育児支援事務局） 

       ０９７７－７３－３１７７ （日出町役場子育て支援課） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 

開館時間 

●平日／9:00～17:00 

●土曜日／9:00～16:30 

※日曜・祝日、年末年始はお休みです 日出町社会福祉協議会 

facebook 

 

 相談日 HUG くみのお部屋で気軽にお話できます 

子育てプログラム 

助産師相談日 

２５日（火） 

10:30～12:30 

相談員：深見育子氏 (助産師) 

 
妊娠中の方から、おっぱいに関する 
事など何でも相談してみませんか？ 

気になる子どもに寄り添う 

子育て相談会「暖暖」 
１８日（火） 

10:00～12:00 
相談員：松原映子氏 

（株式会社はらだ福祉サービス 
こどもデイサービス スイートピー） 

   協力：つむぐ 
子育ての中で「なんだか気になる 

こと」はありませんか？ 

ｃ 

臨床心理士相談日 

２１日（金） 

10:30～12:30 

相談員：板井奈穂子氏 

(臨床心理士) 

子どもの行動（乱暴、わがまま等）
や発達（言葉の遅れ、話が通じな
い等）、子育ての困り、ママの不安
や悩みを気軽に相談しませんか？ 

子連れ de ヨガ 

３日(月)、１７日(月)11:00～12:00 
講師：髙倉佳代子氏（ヨガインストラクター） 

参加料：１00円 

定 員：10名程度 

持ち物：飲み物、汗拭きタオル 
 

忙しい毎日だからこそ、自分と向き合う時間 
をつくってリフレッシュしませんか？ 

親子リトミック教室 

１１日（火）  11:00～12:00 

 
指導：末宗薫氏・久納加奈子氏 
（サウンドポップ・ミュージックスクール） 

持ち物：ボール 
 
ピアノの音や歌に合わせて、大きく動いた
り、そっと動いたり、跳ねたり、揺れたり… 
親子で楽しい ふれあいの時間をすごしませ
んか？ 

たのしい絵本の読み聞かせ 
２１日(金)  11:15～11:45 

 
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、パネルシアター、 
わらべうた、絵本の読み聞かせなど 
盛りだくさんです☆見入ってしまいますよ！ 
 

えいごであそぼ！ 

Peek-a-boo 
１２日(水）  11:00～11:30 

 
講師：ピスチェヒナ・アナスタシア氏 
 
絵本や歌あそびなど、英語に親しむあそび
の会です。英語の音楽に合わせて、親子
で楽しく体を動かすのも楽しいですよ☆ 

小児科医と HUG育トーク 
こころの子育てはじめの一歩！ 
～子どもとの暮らし 

少しだけ変えてみませんか～ 

 
２０日(木)  13:30～15:30 

 
講師：矢野英二氏（矢野小児科医院） 
        ＆HUG くみスタッフ 
対象：乳幼児を子育て中のママ 
定員：１０名 
託児：あり（定員あり） 
 
矢野小児科医を囲んで、自分の育児の 
喜びや困りごと、これからの子育てなど 
について話しませんか？ 

 

WAKUWAKUつみきくらぶ 

２６日（水） 10:30～12:00 
 
講師：竹田好文氏 
 

たくさんの積み木を使って自由な発想で 

あそぼう！創造力・想像力がつきます☆ 

木の香りや積み木の角が、感性をくすぐり 

ます。積み上げる・壊すも遊びです。 

マークは、要予約です 

保育コーディネーター相談日 

１３日（木） 

10:30～12:30 

相談員：髙月美穂氏 

(藤原こども園主任保育士) 
保育園と幼稚園、認定子ども 
園の違い、園での生活など 
を聞いてみませんか？ 

髙
たか

月
つき

美穂
み ほ

さん （藤原子ども園主任保育士） 
＜得意分野＞子どもの発達 トイレトレーニング １日の生活リズム 

＜ひとこと＞子育ての手助けとなれれば幸いです！相談することに 

不安を感じずに、何でも気軽に相談して下さいね☆ 

 

参加したママたちの声 

・“親が子どもに向き合って、子どもが喜ぶ 

ことをとことんする“というのが心に響いた。 

 たくさん抱っこをする、笑う、話しかけること 

の重要さを学んだ。 

・子育ては“子どもに合わせること”。 

    など 

 

親子リトミック教室の様子 

パパも一緒に 
参加も大歓迎！！ 

お子さんと一緒に
楽しくリズム遊び 

 
WAKUWAKU 

つみきくらぶ 

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

