
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産後の応援プログラム 

産後 de ヨガ 

１０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  
対象：産後 1年以内の方 

産後の体調ケアやベビマ、
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♪ 

 

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（歩き始めるまで） 

定員：10名程度    参加料：100 円 

・発達や言葉の遅れ    

・学童期の声の掛け方 

・気になる行動への関わり方 

・発達障がいに関する地域の情報 

…など 

※申し込み受付は 

実施日の２週間前～ 

親子リトミック教室  
４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？ 

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 
 

妊婦さん同士の交流を 

しながら、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！ 

相談員：大分県発達障がい者支援センターECOAL 

副センター長 田中秀征氏 

場 所：コミュニティールーム 

対 象：当事者を持つ保護者の方 

託 児：あり（要申込み） 

HUG くみだより 2020年 2月号 
日出町 

地域子育て支援センター  
※申し込み受付は 
実施日の２週間前～ 子育てプログラム 

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 

   （ 毎月第３木曜日 ） 
 

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：２０名 

託児：あり（定員あり） 
 

矢野小児科医を囲んで、子どものこころと体を 

育む話を聴いたり、育児の喜びや困りごとや 

これからの子育てなどについて話したり 

しませんか？ 
 
 

ひじハピ「わくわく交換会」 

１４日(金) 10:30～12:00 
 
定 員：２３組程度   申込み：1/31から 

※10 品以上の交換品を準備 
 

すてきな物々交換をしませんか？ 

子ども服、おもちゃ、日用品、食品など 

子育てに関するものがいろいろあります。 

見学だけでも O.K!気軽に参加してください☆ 

 
相談日 

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！ 

親子で楽しい時間を過ごしてください♪ 
 

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？ 

HUG くみのお部屋で気軽にお話できます 

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。 

マタニティプログラム 
※申し込みは 

随時受付中 

「つららが 
    ぽーっとん」 

 
    小野寺悦子 ぶん 

  藤枝つう え 

 

 

「暖暖」 

●参加者の声● 

２０日（木） 

10：00～12：00 

対  象：子育て中のママ 

募集人数：２０名程度 

託  児：あり(定員あり) 

参 加 費：無 料 

● 子育てについての情報をたくさん 

聞けて、とても学びの多いものでした 

● 何度か参加させていただいていますが、 

毎回自分の行動を見直すことができます 

● 絵本の読み聞かせを今後も続けていこうと 

改めて思いました 

● 日頃の生活で子どもに対しての言葉かけを、

もう少し話しかけるように優しくしようと 

思いました 

● たくさんギュッとしたいと思います 

おさんぽで いろんな

“ぽっとん”を 

みつけたいですね 

ベビマ・レッスン 
   ＨＵＧくみ♪ 

臨床心理士相談日 

２１日（金） 

10:30～12:30 
 

 相談員：臨床心理士 
板井奈穂子氏 

アタッチメント(愛着形成)が、子どもの脳の 

発育や愛すること、そして自己肯定感に 

どれだけ大切かが分かります。 

子どもの幸せのために、3 つのアタッチメント

の方法を一緒に学びませんか？ 

 

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 

次回は、2／７(金) 11：00～12:00です♪ 

気になる子どもに 
寄り添う子育て相談会 

子育て講習会 

脳と愛を育む 

アタッチメント 
～子どもの幸せのために行う３つのこと～ 

今年度 4月から始まった、ＨＵＧくみのベビー 

マッサージ！いつも、たくさんのママと赤ちゃんで 

にぎわっています。 

マッサージは、“ストーリータッチ”といって、絵本を読

みながらタッチしたり、歌をうたいながらマッサージを 

したり… 赤ちゃんたちはママに触れてもらって、ママ

の声に癒されて、とても気持ち良さそうです。 

ベビーマッサージは赤ちゃんの免疫力を高める効果も

あるので、今の時期にもとってもおススメです！ 

と ん ね る  

和久洋三 作品カタログ「童具の宇宙」P14 より引用 

白木のトンネルを通り抜けます。 

1 歳前後から遊びはじめ 

でてくる色の当てっこをして 

遊べるようになります。 

小さな円柱を通すのは 

くり返すうちに上手に 

なっていきます。 

 

マークは、要予約です 

歯科衛生士相談日 

６日（木） 

10:30～12:30 
 

相談員：歯科衛生士 
山田良子氏 

 大切なお子さんの歯について 

気軽に相談しませんか？ 
 

※歯ブラシを持ってきて 
ください☆ 

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？ 

マタニティ・クッキング 

薬膳料理 
８日(土) 13:30～15:30 

講 師：小倉倫子氏 
（薬膳スタジオ Willow 代表） 
 

持ち物：エプロン、三角巾 
対 象：妊娠中の方 
定 員：１０名程度（託児あり） 

参加料：500 円   
 

 

メニュー 

・生地から作る 

モッチリ水餃子 ２種 

・金柑くず湯 

・あったかヨモギ茶 

2月 18日(火) 10：30～12：00 

      Healing forest ～癒しの森～ 

講 師 ： 代 表 明 石 二 郎 氏 

助産師相談日 

２５日（火） 

10:30～12:30 
 

相談員：助産師 
深見育子氏 

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？ 

保育コーディネーター相談日 

２７日（木） 

10:30～12:30  
    相談員：藤原こども園主幹保育教諭 

高月美穂氏 

協力：つむぐ 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？ 

おなかの赤ちゃんにも 
優しい、栄養たっぷりな 

旬の野菜を使って作ります♪ 

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

