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…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♪ 
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HUG くみだより 2021 年 10 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 

10 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 6 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 

 

あなたのおべんとうばこは 
どれくらいの大きさ？ 
おやこでいっしょに 
うたっちゃおう！ 

「おべんとうばこのうた」 
構成・絵 さいとうしのぶ 

いちまいのきれいなはっぱ 
どんなどうぶつのてより 
大きいのかな？小さいのかな？ 

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 

 

「もりのてぶくろ」 
ぶん 八百板 洋子 

え ナターリャ・チェルーシナ 

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 

子育て講習会 

「あかちゃんと楽しむ 
抱っこ講座」 

10：30～12：00 

大鶴 めぐみ 
乳幼児の子育て中のママ、妊婦さん、8 名 

 

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 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）6 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♪ 

 

あかちゃんと楽しむ抱っこ講座 

～あかちゃんとの暮らしってどんな感じ？～ 

日 時： 10 月 21 日(木) 10：30～12：00 

対 象： 妊娠中の方、乳幼児親子 8 組 

参加費： 無 料 

 

講師 ベビースリングレクチャー 大鶴 めぐみ 

感 染 症 予 防 対 策 

支援センターは「子どもが遊ぶ場所」という印象
でしたが、体験を通して“親子で触れ合う場所”
という印象に変わりました。 
子どもだけのサポートだけでなく、相談会等 
親のサポートにも力を入れていると改めて気づき
ました。 
HUG くみの利用を通して、お母さんたちが笑顔
になっていると思いました！ 

 
高校生、大学生のボランティアが来てくれました 

夏のボランティア 

体験レポート 

てしごと工房 
10：15～11：45 

藤内 千恵美 
6 名 

託児：あり(定員あり) 

参加費 300 円 

 
                    

栄養士相談日 

10：00～12：00 

栄養士 此本 紀代子 
4 名【うち 30 分】 

子どもの食事について 

気軽に相談しませんか？ 

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 6 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★ 

 

集団相談会 暖暖 
10：00～12：00 

大分県発達障がい者支援センターECOAL 

副センター長 田中 秀征 
 当事者を持つ保護者の方７名 

★申し込み 随時 

 
                    

殺菌庫 消 毒 

換 気 行事参加人数の 
制限 

安心して HUGくみのお
もちゃであそべるように 
殺菌庫を使用して消毒を
しています！ 
ぬいぐるみや 
木のおもちゃの消毒に 
大活躍！ 

ようこそ赤ちゃん 9/11㈯ 開催しました★ 

利用する皆さまが安心安全に過ごせるようにご協力お願いします 

床や棚、テーブルの拭き掃除には
【電解水】を使用しています。 
この電解水は、人、食材、環境に
やさしい除菌水。 
小さなお子さんにも安心して使用
ができます。 
カーペットや、マットに噴霧し、
消毒しています。 

換気のためにドアを開けている
のでお子さんの飛び出し 
防止に、柵を設置しています。 
換気をしながら、安全に過ごせ
るようにしています。 

行事の内容、部屋の広さを考
慮して、密にならないように 
参加人数を設定しています。 
※状況によっては中止や延期になる場合
もあります 

HUG くみに来館するときは… 

マスク着用 手指消毒 検温 

 

親子で触れ合う場所 

子どもは、どこに行くか、何をするか分からない… 
お母さんたちは目が離せなくて大変だと感じました。 
でも、みんな親子で楽しそうに遊んでいて 
お母さんのことが大好きなのがたくさん伝わりました。 

年齢が一緒でも、それぞれ発達が違うので 
みんなに同じように接するのではなく 
一人一人にあった声掛けの大切さに気づきました。 
 

一人ひとりに合った声掛けの大切さ 

子育ての大変さ 

子どもたちと触れ合うことができる貴重な経験に感謝しています。
この経験を活かすことができる進路選択をしたいと思いました。 

将来のきっかけに！ 

 
初めて赤ちゃんを抱っこした 

ボランティアの学生さんもいて 

“小さい…感動した…”と大感激！！ 

きっと、近い将来、この経験が 

役に立つでしょう…♪ 

ワンショット 

赤ちゃんは、言葉を話さない中でコミュニケーション
をとるのが想像以上に難しかった。 
職員の接し方を見て学ぶことができました。 

クリアマスクで口元が見えるように 

広いお部屋で間隔をあけて実施 

安心して過ごせるよ！ 

たのしい絵本の読み聞かせ 
11：15～11：45 

乳幼児親子  6 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！ 

HUGくみは妊娠中から利用できます★ 

妊娠中から参加できる行事も用意していますよ！ 

また、妊娠中から赤ちゃんと触れ合ったり、これからの子育てをイメージ 

したり、出産のことなど先輩ママに聞くこともできます★ 遊びに来てね♪ 

マタニティ企画 

✿初めての出産で赤ちゃんの抱っこが不安 

✿もっと快適に育児グッズを使いたい！ 

✿上手な抱っこを知りたい 

✿赤ちゃんの安心できる抱っこを学びたい 

 

低月齢のママも、子どもの成長に合わせた抱っこの仕方を
学びたいママも。赤ちゃんと向き合う気持ちや、からだの使
い方のコツを学びます！ 

お腹の中の赤ちゃんを想い、温かい雰囲気の中、講習会がスタート！ 

講師は、助産師の江口美和さん 

(江口美和さんは現役助産師でもあり、育児真っ只中の母でもあります) 

 

赤ちゃんとの暮らしをイメージするワーク「赤ちゃんが泣いたらどうする？？」では 

 

“いないいないばあ” “抱っこでゆらゆら” 

“オムツ替え…” “布団の調整” “唄を歌う”など 

 

みんなで色々なアイデアを出し合いました😊 

パパからも頼もしいアイデアがたくさん出ていましたよ！ 

赤ちゃんとの暮らしをイメージし、みんなで話すことで 

「これからの出産、子育てが楽しみになった！」 

と参加した方から声が上がっていました♪ 

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

