
7/31 てしごと工房 ～かわいいガーゼハンカチを作ろ！～ 

を開催しました 

 完成したガーゼハンカチは 

オリジナルの飾りや刺繍が施された 

世界で一枚✨の逸品です！ 

別のお部屋で、託児に預けた我が子を思いながら 

ひと針ひと針愛情を込めて作りました♡ 

ちょっと変になっちゃたー💦 

という時も、講師の藤内先生が 

優しくフォローしてくれますよ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ママの気持ちを

話せる日  
10：00～12：00 

相談員：臨床心理士 

  板井奈穂子氏 
 

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？ 

  

助産師 
   相談日 

10：00～12：00 
相談員：助産師 

  深見育子氏  
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？ 

敬老の日 

 

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 
日出町社会福祉協議会 

facebook 

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 

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 
 

講師：矢野英二氏（矢野小児科） 

＆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) 

HUG くみだより 2020 年 9 月号 
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みんなで Let’s フラ♪ 
  11:00～12：00  

講師：永崎弘子氏 

（ハワイアンダンス ハノハノフラ大分） 

     乳幼児とその保護者 15 組  

参加費：無料 

 

マタニティ・ヨガ 
  11:00～12：00  

    講師：高倉佳代子氏                               
（ヨガインストラクター） 

 
妊娠 5 カ月以上(安定期)の方 
6 名  参加費：300 円 

 

 

  

ペアレントメンター 
かふぇ 

  10:00～12：00 
   講師：ペアレントメンター  

松尾典子氏/三砂裕美氏  
 

子どもの発達に何かしらの不安を 

抱えている保護者 無料  

 マタニティ・ヨガ 

   11:00～12：00 
 

     講師：高倉佳代子氏                               
（ヨガインストラクター） 

 
妊娠 5 カ月以上(安定期)の方 

6 名  参加費：300 円 
 

呼吸法やリラックス法が 
出産時とても役に立ちます！ 
 

 

  たのしい絵本の 
 読み聞かせ  

   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」 
 
パネルシアター、エプロンシアター、 

紙しばい、絵本の読み聞かせなど、 

楽しいお話が盛りだくさん！ 

   10 組程度 

親子 
     リトミック教室 

  1 部 11：00～11：30 

 2 部 11：40～12：10 
 

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） 

各部 15 組 
リズムに合わせて、親子で楽しく 
ふれあいましょう♪ 

 

       えいごであそぼ！ 

    Peek-a-boo 
     11：00～11：30 

  
       講師：ピスチェヒナ・ 

          アナスタシア氏 
定員 7 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！ 

 

1 

 

 

 

秋分の日 

  

歯科衛生士 
   相談日 

10：00～12：00 
相談員：歯科衛生士 二村紀子氏  
歯ブラシをもって来てくださいね☆ 

    産後 de ヨガ 
  11:00～12：00 

       講師：高倉佳代子氏                               
（ヨガインストラクター） 

産後 1 年以内のママ 
8 組 参加費：200 円  

※お申し込みは 2 週間前から 

 

  子連れ de ヨガ 

  11:00～12：00 
 

    講師：高倉佳代子氏 

（ヨガインストラクター） 
 
8 組  参加費：100 円 
 
育児で疲れた体をヨガで 

リフレッシュ★ 

お子様連れでどうぞ♪ 

※お申し込みは 2 週間前から 

 

 

…マタニティ・ 
プログラム 

…相談日 

…産後プログラム 

…子育てプログラム 

   ひじハピ 
 「わくわく交換会」  
  10：30～12：00 

  
10 組程度 
 

※10 品以上の交換品を準備 

ベビマ・レッスン 
HUG くみ♪  

11：00～12：00  
講師：安田亜沙美氏 

( ベビーマッサージ教室 Touch Days)  

 

乳幼児親子（歩き始めるまで） 
10 組   参加費：100 円 
大きなバスタオルと飲み物を持参 

 
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♪ 

※お申し込みは 2 週間前から 

 マタニティ・ 
   ハンドメイド 

    10:30～11：30 
 

     講師：藤内千恵美氏                                
妊娠中の方     7 名 
参加費：300 円 託児あり 
持ち物：裁縫道具 

 
生まれてくる我が子に 
手作りの「スタイ」を 
プレゼントしませんか？ 

 

 子連れ de ヨガ 

  11:00～12：00  
     講師：高倉佳代子氏                               

（ヨガインストラクター） 
 
6 組 参加費：100 円 
 
育児で疲れた体をヨガで 

リフレッシュ★ 

お子様連れでどうぞ♪ 

※お申し込みは 2 週間前から 

 

日出町 

地域子育て支援センター 

HUG くみからの 

お知らせが届くよ 

【電解水生成装置】 

この電解水は【人・食材・環境】

にやさしい除菌水です。 

消毒もでき、また小さなお子さん

にも安心して使用できます✨ 

 

この電解水を使って、消毒や清掃

に使用しています。 

【殺菌庫】 

安心して HUG くみのおも

ちゃで遊べるように消毒

作業に努めています。 

わ ら べ う た

を中心に 

動画配信 

しています！ いいね！フォロー 

お待ちしています 

HUG くみの日常など配信しています 

矢野小児科医 矢野英二先生 寄贈図書 

HUG育トークで矢野先生の 

講話に出てくる山口県下関市 

『こどもの広場 横山真佐子さん』 

に選書していただきました。 

オンライン HUG くみ  
子育て講習会 

感染症予防対策のため休館していた HUG くみが再開して約 2 カ月がたちました。 
HUGくみのお部屋に、にぎやかな声が戻ってきたことにスタッフ(職員)一同、嬉しく思っています。 

 
通常と違った形で 1日 2 回の入れ替え、人数制限を設けて再開。ホームページのトップからお部屋の混雑状況もわかるようにしています。 
また、消毒(玩具、床拭き)など、感染症予防対策に取り組んでいます。また、お部屋の中が密になることを防ぐために、中庭にミスト付きのテント 

ベンチを設置して、少し水遊びができる場を設けました。 
 
また、休館中に“皆さんとつながりたい”という思いで始めた 

【Zoom】を使用したリモート配信、【YouTube】でわらべうたの動画配信、【SNS】を使った情報配信は、現在も平行して行っています。 
 
コロナ禍の中、先の見えない日々が続いていますが、妊婦さん、子育て中の家庭にとって HUG くみが安心・安全で身近な場所であり続けるよう努めて

いきます。 
 

ブログやお知らせ更新中☺ 

行事の申込みなど 

HP からもできます！ 

 

http://hiji-syakyo-k.jp/ 

ホームページ 見てね～⭐ 

開館後の HUG くみ利用者の声 
・久しぶりに家族以外の人と話して、人と話すこと、人とのつながりは、親子共々大切だと改めて感じました。 

・家の中だけでは、私と子どもだけでは窮屈で…子どもは外に出たがるので、中庭のスペースはありがたいです！！ 

・広い場所で遊ばせれることが嬉しいです。感染症予防を行いながら、今できることで親子の時間を楽しみます。 

 

相談したいとき… 
妊娠中や子育て中に“ちよっと聞きたい”“話したい…”ということはありませんか？ 

また、コロナ禍の中、人と話す機会がない方もいらっしゃいませんか？ 

 

 

0977-85-8820   kosodate@hiji-syakyo-k.jp       直接来館 で相談できます！ 
 
 

HP の問合せフォームも活用してください 

“HUG くみが開いていない時間だけど…” 

“自分から電話するのは…” 

と思ったとき、このフォームを活用してください 

作 安西水丸 作 せなけいこ 

“ころんとおちた 

りんごがころがって…” 

“きみは、なにやさんになって

なにをうるのかな？” 

全ての行事、相談日が予約制です。 

「言葉の力を届けよう」 
～心と体の健康と成長にも役立つ幸せの魔法～ 
 

講 師 Healing forest～癒しの森～ 
代表 明石二郎 

日  時 9 月 14 日(月) 
10：30～12：00 

場  所 研修室 

対  象 妊婦さん、子育て中の方 12 名 

託  児 あり(定員あり) 

申込開始 9/1～ 

問い合わせ 

“ちびすけどっこい 

はだかでこい 

ふんどしかついで 

はだかでこい” 

四肢を踏むようにして 

うたってみてね！ 

 

絵本が HUGくみにあります☆ 

矢野小児科 矢野英二先生より、日出町の子どもたちの健やかな成長を願い 

HUG くみに248 冊 の絵本を寄贈してくれました。 

⭐絵本の貸し出しはじめました⭐ 

【対  象】 日出町内在住の乳幼児親子 

【貸出冊数】 一人につき二冊 

【貸出期間】 一週間 

※図書袋を持参してね！！ 

子育て講習会 
言葉の力を届けよう 

10：30～12：00 
 

講師：Healing forest ～癒しの森～ 

代表 明石二郎 
 
乳幼児の子育て中のママ、妊婦さん 

12 名程度 託児：あり(定員あり) 

子どもにどんな声をかけたらいいのか…悩んでしまう時はありませんか？ 

今回は明石二郎先生をお迎えして、子どもが安心する、自信を持って生活できる、

勇気を持つことができる、心のエネルギーがいっぱいになるそんな“ことば”と 

“ふれあい”の力をお伝えします♪ 

Healing forest 
～ 癒しの森 ～ 
 

代表 明石 二郎 
 
社会福祉士  
ＮＬＰマスタープラクティショナー  
ＢＵ２級プログラマー 
 
 

オンラインＨＵＧくみ 

わらべうたあそび 

12：00～12：30 
 
定員 4 組 
 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」を 

しませんか？ 

オンラインＨＵＧくみ 

わらべうたあそび 

12：00～12：30 
 
定員 4 組 
 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」を 

しませんか？ 

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、みんなでおしゃべりしませんか？ 

日  時 9/4(金) 30(水) 
12：00～12：30 

対  象 乳幼児親子 4 組 

Zoom アプリを使用してお家から参加できます♬ 

Zoom アプリをダウンロードしてください 
申し込み後、zoom 入室 ID/PWをお知らせします 

Zoom の操作方法について気軽に問い合わせください 

【わらべうたであそぼ！】 
HUG くみでするわらべうたと 

違ったわらべうたをするよ！！ 

親子で、みんなで一緒に楽しみませんか？ 

【Zoom でおしゃべり会】 
・出産前、何を用意したらよいの？ 

・出産に向けてこんなこと聞きたいな～ 

など、みんなでおしゃべりしませんか？ 

日  時 9/10(水) 
12：00～12：30 

対  象 妊娠中の方 4 名 

妊婦さん集まれ♡  
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