
新着情報 
ブログＵＰや行事の 

お知らせ等毎日更新中！！ 
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HUG くみだより 2020 年 11 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 

11 月  ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

ひじハピ「わくわく交換会」 
10：30～12：00 10 組 

※10 品以上の交換品準備 

ご自宅で使わなくなった物を 

物々交換しませんか？ 

子ども服、日用品、玩具などあります 

 

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） 

※歯ブラシを持ってきてね 

 

ママの気持ちを話せる日 
10：00～12：00 

臨床心理士 板井奈穂子 

4 名（うち 30 分） 

  子どもの発達について 

子育ての不安や悩みなど 

ママの気持ちを気軽に話してみませんか？ 

ベビマ・レッスン HUG くみ♪ 
11：00～12：00 

ベビーマッサージ教室 Touch Days 安田亜沙美 

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♪ 

親子リトミック教室 
1 部 11：00～11：30 

2 部 11：40～12：10 

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 
リズムに合わせて親子で楽しくふれあいましょう♪ 

 

 

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 

10 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！！ 

 

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 10 名 

参加費：200 円 

 

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） 

 

 
ペアメン・かふぇ 

ペアレントメンター坪井加代子/黒谷宏子 

10：00～12：00 
子どもの発達に悩みを持つ保護者の方 7 名【託児あり】 

 

 

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 

※妊娠 5 カ月以上（安定期の方） 

 

 

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 

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！ 

 

子育て講習会 
【自然となかよし！】 

10：30～11：30 
大分県環境アアドバイザー 葛西真里子 

乳幼児親子 15 組 

 

 

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） 

たのしい絵本の読み聞かせ 
11：15～11：45 

乳幼児親子 10 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！ 

助産師相談日 
10：00～12：00 

助産師 深見育子 

4 名（うち 1 人 30 分） 
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？ 

子育て講習会 

【自然となかよし！】 
～親子で秋の自然を楽しむ～ 

大分県環境アドバイザー 葛西 真里子氏 
 

 

 

 

 

 

オンラインHUGくみ 

「おすしのずかん」 

作 大森裕子 

HUG育文庫より 絵本の紹介 

Zoomアプリを使用しておうち🏠からつながろう 

日 時 ： 令和 2 年１1月 25日（水） 

１０：30～１1：3０ 

場 所 ： 日出町保健福祉センター 屋外 

※雨天時/多目的ホール 

対 象 ： 乳幼児親子 

定 員 ： １５組 

 

おしゃべりしたり、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？ 

妊婦さん集まれ♡  【Zoomでおしゃべり会】 

日  時 11/24(火) 
12：00～12：30 

対  象 妊娠中の方 4名 

・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 11/13(金) 
12：00～12：30 

対  象 乳幼児親子 4組 

おすしやさんではきってある 

おすしのネタが 

もともとはどんな「さかな」 

なのかな？ 

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 

 

出産前何を用意したらよいの？ 
など、おしゃべりしませんか？ 

オンラインＨＵＧくみ 

【おしゃべり会】 

12：00～12：30 
乳幼児親子 4組 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

おしゃべりしませんか？ 

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 10 名 

参加費：200 円 

ベビーヨガ 

ベビーマッサージもするよ★ 

…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 

★すべての行事が申し込み制です 

てしごと工房 
【ガーゼハンカチをつくろう】 
10：30～11：30 

藤内千恵美 
8 名 
託児あり（定員あり） 

 

 

矢野先生に絵本寄贈のお礼をしました 

日出町地域子育て支援センターHUG くみ 

☎0977-85-8820 

散策や 

落ち葉拾いをして 

親子で秋を感じよう！！ 

 

てがたをとってあそんだよ！ 

「ねんね」 

文 さえぐさひろこ 

どうぶつは、どんなふうに 

ねるのかな？ 

よんだあとはゆっくり 

ねんねしようね 

HUG 育文庫とは… 

矢野小児科 矢野英二先生が日出町の子どもの

健やかな成長を願い、、寄贈してくださった絵本や

育児書のことです 寄贈してくれた本を読んだり、借りたりしているお子さんの手形をとり 
ママ達がメッセージを書いたものを渡しました。 
これからもたくさん絵本を読みます★ ありがとうございました♬ 

涼しくなり中庭のテント内で、
手形をとって遊びました 
かわいい手形がいっぱい♪ 
とった手形は記念に持って
帰りました 

たのしい⤴ 上手にとれるかな？ 

♡ドキドキ♡ 

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

日出町 HUG くみ 

Check

ＨＵＧくみのホームページ 

利用人数 
ＨＵＧくみのお部屋の 

混雑状況がわかるよ！ 

ブログ 
ＨＵＧくみの日常やスタッフによる 

わらべうたの動画配信など更新中！ 

行事の紹介 
妊娠中の方から乳幼児親子が参加

できる行事を紹介しています♪ 

クリックすると詳しい 

内容がのってます 

 
行事の予定が届くよ！ 

毎日更新中★ 

フォローしてね♪ 

 

【Zoomでおしゃべり会】 

LINE 

リニューアルしました！！ 
おたよりや、ブログ、新着情報など… 

メニューから見やすくなりました⭐ 

1 クリックでページにとべます！！ 

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

