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HUG くみだより 2021 年 9 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 

9 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） 

 

 

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！ 

 

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 6 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❔ 

 

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？ 

親子で『スクラップブッキング教室 

11：00～12：00 

羽田野智子 

   ５組 参加費 300 円 
親子で一緒に思い出を彩ろう！ 

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 

 

色んな障害物をのりこえて 
ゴールを目指して“がんばれ！！” 

「ようい どん」 
ぶん わたなべしげお え おおともやすお 

食欲の秋 
今日のごはんですてきな一句が 
できたかな？ 

…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 

ＨＵＧくみの 

お部屋で、気軽に 

相談できます♪ 

すべての行事が申し込み制です 
★申込みは２週間前から 

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 名 

参加費：200 円 

 

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！！ 

 

すくす～く 

～ほいくえんごっこ～ 

10：30～12：00 

対象 ０歳-2 歳児 10 組 

★保護者同伴 

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 

 

「ごはん山」 
はらぺこめがね 

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！！ 

この時期にぴったりの絵本をご紹介します♪ HUGくみに置いています 

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 
 
園での生活をちょっぴり体験しながら、お友達と過ごす楽しさを味わったり、体験を通して 
“お子さんの成長を感じる機会になるといいな～”という想いで 

『すくす～く ほいくえんごっこ』をはじめました！ 
７月 28 日に第１回目を開催！その時の様子をお伝えします ※今月は 9/6（月）開催です！ 

 

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 12 名程度 

託児：あり（定員あり） 

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・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 5 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 5 名 参加費：300 円 

★申し込み 随時 

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 

臨床心理士と座談会 
「ぐずった時のかかわり方」 

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？ 

 

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！！ 

 

子育て講習会  

『ようこそ赤ちゃん』 
～あかちゃんとの暮らしってどんな感じ？～ 

10：30～1２：00 

助産師 江口美和 

妊婦さん、パパ 6 組 

託児あり 

 

 

 

マタニティ・ハンドメイド 
  10：15～11：45 

ハンドメイド作家 藤内千恵美 

妊娠中の方 5 名 
参加費：300 円 
★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？ 

はじまりました★すくす～く ～ほいくえんごっこ～ 

元気よくお母さんと一緒に登園！！ 
まず自分のお帳面にシールを貼ります。自分のマークは何かな？ 
お母さんと一緒に確認するよ♪ 

季節のうた、朝のうたを元気よく 
うたいました♪ 
“きをつけピッ”で、朝のごあいさつ★ 
お辞儀がとっても上手でした👏 

♪おかたづけ～♪ の曲を歌いながら 
上手に片付けができたら、自分のマークの場所に座ります 
みんな集まったら、まず初めに、自己紹介！！ 
音楽に合わせてお名前を言います 
元気に自己紹介できるかな～？ 

音楽にあわせて動物になりきって踊ったよ♪ 

新聞紙をやぶったり、丸めたり…思いっきりあそんだよ～！ 
そのあとは、新聞を使った制作活動をしました 

「おかえりのうた」を歌ったら 
おかえりのごあいさつをします 
 

手あそびをして 
大型絵本のはじまり★ 
「たまごのあかちゃん」を読みました 
“出ておいで～！！”  
みんなで声をかけると、次々とたまごの中から 
動物の赤ちゃんが出てきました♪ 
 

活 動 

お集まり 

朝のうた 

登 園 

よみきかせ 

★リズムあそび 

 

★新聞紙あそび 

 

※活動内容は変更します 

 

お帰りのうた 

降 園 “またいっしょにあそぼうね” 
先生からお帳面をもらって帰ります 

子育て支援の 

一環として 

妊婦さんに育児グッズ 

地域の方がゆずってくださった育児グッズを日出町在住の妊婦さんにおゆずりします 

ブログもみてね⭐ 

ひじハピ 

「わくわく交換会」 
10：30～12：00 6 組 

※10 品以上の交換品準備 

BGMで流れていた曲は 

HUGくみスタッフお手製の 

すくす～くの『園歌』 

歌詞、曲、すべてオリジナル♪ 

次回からはみんなで歌いたいなと 

思っています♪ 

お帳面には 

先生からのコメント☺ 

お帳面を見て今日のこと 

思い出してね！ 

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）8 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♪ 

保育コーディネーターと 
座談会 

  10：15～11：45 
藤原こども園 保育主幹教諭 髙月美穂 

  ５名 ★託児あり 

保育園、幼稚園、こども園の違い 

園の生活など専門家を囲んで 

みんなで お話しませんか？ 

▶ホームスタートって？ 

同じ子育て経験者が親の気持ちにそっと寄り添う先輩ママのボランティア活動です 
地域の子育て経験者が、未就学児のいる家庭を定期的に訪問し、傾聴【話を聴く】、協働
【一緒に何かをする】を行います 

 

▶ホームビジターになるには？ 

子育て経験者で、かつホームビジター養成講座を全日程受講された方 

期 間： 令和 3 年 9 月 17 日～10 月 29 日 

(全 7 日間) 

場 所： 日出町保健福祉センター 
受講料： 無 料 

https://www.homestartjapan.org/ 

訪問の動画や 

活動の内容について 

こちらをご覧ください 

申し込み/問い合わせ 

ホームスタート・ひじ(日出町社会福祉協議会) 

☎0977-85-8820 

ようこそ赤ちゃん 
～あかちゃんとの暮らしってどんな感じ？～ 

日 時： ９月 11 日(土) 10：30～12：00 

対 象： 妊娠中の方、その父親 ６組 

参加費： 無 料 

託 児： あ り (定員あり) 
助産師 江口美和 

講 師 

これから始まる赤ちゃんの暮らし。新米ママも 
2 人目、3 人目のママも… 
楽しみもあるけど、実は不安もいっぱい！ 
だからみんなで分かち合って一緒に考えよう！ 
現役の助産師さんを囲んでみんなでお話しませんか？ 

内 容 「妊娠や出産についてのお話」 
グループワーク 
質問タイム 
HUG くみの紹介 など 

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

