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HUG くみだより 2021 年 5 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 

5月  ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

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 8 名 参加費：300 円 
★申し込み 随時 

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) 

 

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 15 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！ 

ペアレントメンターかふぇ 
10：00～12：00 

ペアレントメンター松尾典子/坪井加代子 

相談支援専門員 徳丸浩一          

子どもの発達に悩みを持つ保護者の方 7 組 

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 

★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❔ 

 

保育コーディネーターと 
座談会 

10：15～11：45 

保育主幹教諭 髙月美穂 
６名 

託児あり 
 

保育園、幼稚園、こども園の違い、園の
生活など専門員を囲んでみんなでお
話しませんか？ 

臨床心理士と座談会 
10：15～11：45 

臨床心理士 板井菜穂子 
5 名 

託児あり 

子どもの発達について、子育ての不安や

悩みなど、ママの気持ちを専門員を囲ん

で話してみませんか？ 

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） 
 

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 15 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 

 

…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 

 

オンラインＨＵＧくみ 

わらべうたあそび 
12：00～12：30 
乳幼児親子 4 組 

★申し込み 随時 

ＺＯＯＭアプリを使用して 

「わらべうたあそび」をしませんか？ 

HUG 育文庫より おすすめ絵本の紹介 
「かめくんのおさんぽ」 

さく え なかのひろたか 

『ぞうくんのおさん

ぽ』に出てくる、かめ

くんが、みんなをお

散歩に誘うけど… 

「だっこして」 

作 にしまきかよこ 

くまのこちゃんもカン

ガルーの赤ちゃんも

ＨＵＧくみのお友達

もみんな“だっこ”が

大好きだよ 

 

★すべての行事が申し込み制です 

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 

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） 

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 8 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 

8 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 

8 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 

ほるぷ舎 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 

【ママの 
アンガーマネジメント講座】 

10：15～11：45 

講師： アンガーマネジメントコンサルタント 

石井良佳     

12 名 

★託児あり 

日出町地域子育て支援センターHUG くみってどんなところ❔ 

HUG くみをリサーチ！！ 

WAKUWAKUつみきくらぶ 
 

㏋やインスタ更新中♬ 

妊婦さんから乳幼児親子が過ごす場所 

乳幼児と親同士の交流を深めることができる場所です★ 

妊婦さんも先輩ママとお話ししたり… 

ママだけでなく、もちろんパパも！ おじいちゃんも、おばあちゃんもみんな

で過ごすことができるお部屋です 

一緒に遊んでるよ★ 

妊娠中から赤ちゃんと触れ合うチャンス★ 

出産のことなど先輩ママに聞いてみよう 

※開館時間 月曜日から土曜日 10：00～１２：00 13：00～15：00 

妊娠や子育てに関する相談ができる 

HUGくみに常駐している子育てパートナーや、スタッフに気軽

に相談することができます♬ 

また、HUG くみでは、毎月、各種相談日もご用意しているので 

HUG くみのお部屋で専門家に気軽に相談することができま

すよ★ 

子育て情報を知ることができる 

HUG くみのお部屋の掲示板には 

子育て情報を掲示しているよ★ 

ホームページでも様々な子育て

サービスの情報を掲載中！！ 

子育て講習会、行事などに参加することができる 

子育てに関する『学びの場』、妊婦さんやお母

さんのリフレッシュの場、子どもと一緒に楽しむ

行事、パパ企画など… 

子育てに携わる様々な人が参加できます！ 

インスタグラムやブログ更新中★ 

HUG くみの様子が写真や 

動画でわかるよ！！ 

毎日、11 ：30～、14 ：30～

HUG くみのお部屋で 

スタッフによるわらべうた

とよみきかせを行ってい

ます★ 

 

絵本の貸し出し行っています 

おうち時間を楽しもう★ 

詳しくはスタッフまで 

４月８日 子育て講習会 がありました！ 

『乳幼児期の豊かなコミュニケーションを築く関わり方』 

講師 臨床心理士 合田紀子 

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 8 名 参加費：300 円 
★申し込み 随時 

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 

 

ホームページ 

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 

★申し込み 随時 

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】 令和３年５月３１日（月）10：15～11：45 

【対 象】 子育て中の保護者、妊婦 １２名 

【講 師】  アンガーマネジメントコンサルタント 

石井良佳  

【参加料】 無料 

【託 児】 あり（定員あり） 

子育てパートナーとは 

気持ちに寄り添いながら必要な情報を 

届けたり、適切な支援機関に繋いだりする人

です 

『サービスが多すぎて 

自分に合った子育てサービスがわからない…』 

そんな時は、スタッフに相談してね❢ 

行事は早めの予約がおすすめ★ 

※各行事 2 週間前から 

LINE を登録すると行事の案内がタイムリー

に届くので登録してみてね★ 

お子さんとのふれあいの時間に

なります！ 

成長を感じるきっかけに★ 

妊婦さんから参加できます 

 

 

『アンガーマネジメント』とは、怒りの感情と上手に付き合うための心理
療法、心理トレーニングです。イライラしないママになりませんか～？ 

子どもの発達段階に応じた語り方や、関わり
方などを先生とママによるロールプレーを通
してわかりやすく学びました。 
 
～参加者の声～ 
インリアル法や大人の言葉がけを「少しづつ
実践していきたいです。 

五感を使って、木のぬくもりに触れることで、子どもの感性を
育みます。親子で楽しい時間をはぐくみませんか？ 

【日 時】令和３年５月 26 日（水） 

10：15～11：45 

【対 象】乳幼児親子 

【講 師】ほるぷ舎 竹田好文  

【参加料】 無料 

 

子育てママの 
“ながら美容リンパ” 

11：00～12：00 
サロンリラクゼーション Inaho 小川文乃 

    

子育て中のママ 8 組 

※お子様連れでどうぞ♡  

 

 

 

 

 

マタニティ・ハンドメイド 
10：15～11：45 

藤内千恵美 

妊娠中の方 5 名  
★申し込み 随時 

生まれてくる我が子のために 

手作りスタイを作りませんか？ 

参加費 300 円 

申し込みは、各行事、２週間前～ 

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

