
新型コロナウイルス感染症の状況により、行事の延期や中止になる場合があります 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

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三砂裕美/黒谷宏子 

相談支援専門員 田中哲史          

子どもの発達に悩みを持つ保護者の方 7 組 

16 14 

7 

13 

10 

12 

Mon 

9 6

Tue Wed Thu Fri 

 8 

Sat 

19 

3 

22 

5 

17 

21 20 

7 

23 

1 

15 

24 

26 27  28  

 

  

29 30 31 

海の日 スポーツの日 

2 

7 

 
  “子育てサービス” 

HUG くみだより 2021 年 7 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 

7 月 ＨＵＧくみ 行事カレンダー 

歯科衛生士相談日 
10：00～12：00 

歯科衛生士 二村紀子 

4 名（うち 1 人 30 分） 

 

 

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 8 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❔ 

 

えほん相談日 
10：00～12：00 
安部寿美恵 中野久美 

4 名（うち１人 30 分） 
 

【うさこちゃんのおひざ】のメンバーが、一緒

に絵本を選び親子での読み聞かせの楽しさ

を教えてくれます！ 

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 
乳幼児親子 8 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 

 

子ども達がいつの日か自立できるよう
に、おうちでできる環境の用意や考え方
を紹介します。 

「おうちでできる 
モンテッソーリの子育て」 

夏はやっぱり暑いね！ひかげはどこ？ 
涼しいところはどこ？ 

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 

6 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 

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 

すくす～く -ほいくえんごっこ- 
10：30～12：00 

対象 ０歳-2 歳児 8 組 

※保護者同伴 

保育園での生活ちょっぴり体験してみよう 

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 

 

「あつい あつい」 
さく 垂石眞子  

HUG くみからの 

お知らせが届くよ いいね！フォロー 

お待ちしています 

HUG くみスタッフによる 

『わらべうた』を中心に 

動画配信中！ 

ブログなど更新してます！ 

みてね～☆ 

 

ホームページ更新中！！ 

地域とつながろう★ 

午後閉館 

午後閉館 

保育園での生活、ちょっぴり体験してみよう♪ 
みんなでうたったり、あそんだりして楽しく過ごしませんか？？ 
今回は新聞紙遊びをするよ！！ 

 
子育て“支援”と聞くと、支援する側と、受ける側で役割がある関係に聞こえますが、ピアサポートとは『対等な関係』を差す言葉です。 
ひと昔前は、ご近所さん同士で子どもを預けあったり、ご近所付き合いといったような関係がありましたが、現代の生活はだいぶ変わりましたね。 

日出町の子育てサービスは、「ピア(対等)」な関係を大切にしています♪ 

地域の先輩ママたちが力になってくれる「日出町の子育てサービス」 みんなで「お互い様」の子育てをしていきましょう★ 

 

午後閉館 

一日閉館 

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 5 組 

※お子様連れでどうぞ♡  

 

 

 

 

 

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 3 名 参加費：300 円 
★申し込み 随時 

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 3 名 参加費：300 円 

★申し込み 随時 

預けたい 

サポート 
家事育児 

したい 
相談 

えほん相談日 

専門の相談員が支援センターＨＵＧくみに 

常駐しています。 

子育てのこと、暮らしのこと、地域のこと、

仕事のこと…など 

あなたに寄り添い、必要な情報を伝え 

繋げていきます！ 

日出町社会福祉協議会 ℡ 85-8805 

地域の先輩ママが訪問し、寄り添い 

傾聴(話を聴く)協動(一緒に何かをする)こ

とであなたをサポートします！ 

 

ホームスタート・ひじ ℡090-5292-3853 

遊びたい 

一日閉館 一日閉館 

一日閉館 

子育てパートナー ぽっけ 

ホームスタート・ひじ 

ファミリー・サポート・センター 

家事育児サポート 

日出町地域子育て支援センターHUG くみ 

 

してほしい 

子育て 

応援 

＊産前産後で体調がすぐれない 

＊一人での育児に困っている  

＊家事や育児、兄姉のお世話をしてほしい…  

 

おうちにお伺いして、妊婦さんや、

産後のお母さんの家事・育児を 

お手伝いします！ 

 

家事育児事務局 ℡ 85-8899 

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 8 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！ 

 

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 ６組 

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★ 

 

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） 
★申し込み 2 週間前から 

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？ 

♡日出町の子育て支援はピア(対等)な関係を大切にしています♡ 

 

＊引っ越してきて日出町のことが分からない。 

＊初めての子育てに誰か一緒にいてほしい 

＊いろんな話を気軽にしたい 

＊初めての出産で不安… 

＊健診のとき、上の子をみていてほしい 

＊急用の時、子どもを見てほしい 

＊美容室に行ってリフレッシュしたい 

＊子ども同士が関われる場所はないかな？ 

＊同じくらいの子を持つ親と交流したいな  

＊子どもと一緒に遊べる場所は？  

 

-ほいくえんごっこ- 

 

時 間 10：30～12：00 

対 象 ０歳-2 歳児 8 組 ※保護者同伴 

場 所 研修室 

 

７月 8 日(木) 10：00～12：00 
 

相談員 読み聞かせグループ【うさこちゃんのおひざ】 

安部 寿美恵 中野 久美 

4 名（うち１人 30 分） 

 

「うちの子にあった絵本は？」 

「まだ赤ちゃんだけどんな風に絵本を読んだらいい？」 

など…【うさこちゃんのおひざ】のメンバーが 

一緒に絵本を選び、親子での読み聞かせの楽しさを

教えてくれます！ 

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 10 名程度 

託児：あり（定員あり）★申し込み 随時 

保育コーディネーター相談日 

10：00～12：00 

藤原こども園 保育主幹教諭 髙月美穂 

4 名（うち 1 人 30 分） 
保育園、幼稚園、こども園の違い 

園の生活など聞いてみませんか？ 

 

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 

6 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！！ 

 

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）5 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♪ 

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？ 

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… 

みんなで過ごすことができるお部屋です 

 

HUGくみ 85-8820 

生後、約 6 か月からのお子さんの 

託児・送迎を行っています！ 

 

ファミリー・サポート・センター  

℡ 85-8899 

＊自分にあった子育てサービスが知りたい 

＊子育てについて相談したい 

＊産前産後に使えるサービスを知りたい 

＊産前産後で体調がすぐれない 

＊産後、一人での育児に困っている  

＊家事や育児、兄姉のお世話をしてほしい  

…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 申込みは２週間前から 

閉館日のお知らせ すくす～く 

“相談”と聞くと、気負い

しがちですが“お話を聞い

てほしい”だけでもOK！ 

相談員は、HUG くみに常駐

しているので遊びに来た時

に、気軽にお話しすること

ができますよ！ 

ママと“一緒に”であれば 
基本的になんでもOK！ 

一緒に散歩に出かけたり 

お話ししたりしながら 

日出町のことを先輩ママから 

聞けるチャンス♪ 

預ける予定がなくても 
登録までは“無料” 
何かあった時の“おまもり”に
登録している方が多いです！ 
ママのリフレッシュに活用する
こともできますよ♪ 

里帰り出産をしない時など 
利用してみてください♪ 
おうちに伺い、育児のサポ
ートをしたり 
買い物なども代わりに行く
ことができます！ 

 様々な体験ができる行事や講習会
も用意してます。 
妊婦さん ,お父さん、祖父母の方
も OK！ 
みんなで過ごせるお部屋になって
ます♪あそびにきてね！ 

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

