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Mon

交流の「場」として、居心地の良い環境つくり、安心、安全に過ごせる環境つくりを行っています！

1

SDGs とは？
◆2015 年に国連で採択された 2030 年までの達成を目指
す 17 の目標
◆国際機関、政府、企業、市民社会、子どもを含めた全ての
人が、それぞれの立場から目標達成のために行動すること
が求められている
◆キーワードは「誰一人取り残さない」

五感を育む木の玩具

Tue

2

産後 de ヨガ

HUG くみにある玩具は、木の素材でできたものがほとんど！！
紹介★

木のぬくもりを感じながら、月齢に合わせて遊べるように

「童具館」のおもちゃ

こだわって選んでいます。
コットンベビーボール

童具館のシリーズの玩具も大人気★ 赤ちゃんから遊べるおもちゃがたくさん！

7

髙倉佳代子

ヨガインストラクター

末宗薫・久納加奈子
乳幼児親子 15 組

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。

8

9

7子連れ de ヨガ
8組

絵本がいっぱい！！
矢野小児科医院の矢野先生が寄贈してくださった絵本や、
専門家に選書していただいた絵本、育児書が約 1,300 冊！！
おすすめ絵本の紹介や、おうち時間を楽しんでもらうため絵本
の貸し出しも行っています♪

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

つむぐ茶話会(小学生以下)

参加費：100 円

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

育児で疲れた体をヨガでリフレッシュ！！

16

15

童具館の YouTube で
遊び方を発信して
います

マタニティ・ヨガ

7

※お子様連れでどうぞ♡

とんねる

じゃん

産後 de ヨガ

7

11：00～12：00

ヨガインストラクター

髙倉佳代子

みんなで Lets’フラ

7

妊婦さんに子育てグッズ

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ています。
紹介★
インスタグラム内にページを開設。
この取り組みは
①育児グッズをゆずることで、リサイクルの輪を広げる

ベビーヨガもするよ★

22
ひじハピわくわく交換会

自宅にある不要になった育児用品や生活用
品、おもちゃ、洋服などを持ち寄って、みんな
で物々交換をしています。

②妊婦さんに HUG くみを知ってもらう
絵本やおもちゃも
あるよ

ことを目的に行っています★

できることからはじめよう！SDGs★

＠kosodate_yuzurimasu

子連れ de ヨガ

ヨガインストラクター

8組

子育て講習会

講師はベビースリングレクチャーの
大鶴めぐみさん。

を実施しました★

大鶴さんはスリング教室や、子育て
に関する講座、イベントなど開催して
いる方です。

8組

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❔
ペアレントメンターかふぇ

ペアレントメンター松尾典子/三砂裕美

●文化出版版

「ぽっとんころころ
どんぐり」
いわさ ゆうこ

『これはりんごのどこだろう？』
『これはりんごのなんだろう？』
親子で考えながら読むと
ますます楽しい一冊です

どんぐりはたくさんの種類があるよ
みんなはどのどんぐり知っているかな？
どんぐりはどうやって育つかな？

●平日／土曜日
10:00～12:00 13：00～15：00

Thu

4

5

すくす～く

7 文化の日

23

～ほいくえんごっこ～

10：30～12：00
対象

乳幼児親子 10 組

★保護者同伴

11

10
えいごであそぼ！

Peek-a-boo

「わくわく交換会」

10：15～11：45

みんなで お話しませんか？

18

17
子育てママの
“ながら美容リンパ”

7

19

7

えほん相談日

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

13：00～15：00
野村 香 毛井 良子
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！

8組

※お子様連れでどうぞ♡

25

子育て講習会
【親子でにっこりベビーサイン】

助産師相談日
10：00～12：00

7

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？

5名

10 組

ママの気持ちを専門員を囲んで話してみませんか？

7
～あかちゃんだって話したい～

HUG くみスタッフによる
『わらべうた』を中心に
動画配信中！

7
7

7
7

日本ベビーサイン協会認定講師
あつこ

10：30～12：00
象

★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

11/24
対

7

10：15～11：45
臨床心理士 板井奈穂子

石井

いいね！フォロー
お待ちしています

27

7

親子でにっこりベビーサイン

講師

10：15～11：45
ハンドメイド作家 藤内千恵美
妊娠中の方 8 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？

臨床心理士と座談会

～赤ちゃんだって話したい～

7

マタニティ・ハンドメイド

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

「子どもの困った
行動について」

子育て講習会

10：00～12：00
歯科衛生士 二村紀子
4 名（うち 1 人 30 分）

20

26

7

０歳-1 歳半

」

５名 ★託児あり

すべての行事が申し込み制です
申込みは２週間前から
…マタニティ・プログラム

０歳～１歳半の乳幼児親子

…出産後の応援プログラム
講座の内容
・ベビーサインとは？
・おすすめのサイン紹介

参加者の皆さんは、すやすやと眠ったり、
機嫌よく過ごす我が子を見て、抱っこの
大切さ、抱き方、スリングの良さを実感
することができました。

13

園の生活など専門家を囲んで

30

※10 品以上の交換品準備

スリング体験!!
ご機嫌です♪

赤ちゃんといっぱい触れ合うことで

藤原こども園 保育主幹教諭 髙月美穂

ママといっしょにピッカーブー！

10：30～12：00 6 組

パパも、抱き方を
教えてもらって
います

※大きなバスタオルと飲み物を持参

保育コーディネーターと
座談会

★申し込み２週間前から

歯科衛生士相談日

安田亜沙美

乳幼児親子（歩き始めるまで）10 組
参加費：100 円

うたって おどって おはなししましょ。

対象

参加費：100 円

ひじハピ

11：00～12：00

7

ベビーマッサージ教室 Touch Days

保育園、幼稚園、こども園の違い

発達障がい児を育てている親の会の茶話会

参加費：無料

ベビマ・レッスン HUG くみ♪

ピスチェヒナ・アナスタシア
乳幼児親子 12 組

10：00～12：00

6組

6

12

7

11：00～11：30

Hello 英会話 English School

10：30～12：00
講師：石井 あつこ

つむぐ茶話会(中学生以上)

…子育てプログラム
…相談日

ブログなど更新してます！
みてね～☆

・ベビーサインのメリット
・絵本の読み聞かせとベビーサイン

ＨＵＧくみの
お部屋で、気軽に

・お歌と一緒にベビーサインを覚えよう
ホームページ更新中！！

Sat

「ダイスキ」の気持ちが伝わります♪

24
勤労感謝の日

29

Fri

子どもの発達に悩みを持つ保護者の方 7 組

HUG くみからの
お知らせが届くよ

誠

3

相談支援専門員 田中哲史

髙倉佳代子

WAKUWAKU つみきくらぶ

「赤ちゃんと楽しむ抱っこ講座」

乳幼児親子、祖父母

参加費：100 円

10：30～12：00
竹田 好文
秋にぴったりの絵本をご紹介します♪

Wed

11：00～12：00

です

誰かに使ってもらえると嬉しいですよね✨

永埼弘子

10：00～12：00

産後のケアを目的としたヨガです。

『ゆずります』

ハワイアンダンスハノハノフラ代表

★申し込み 随時

産後 1 年以内のママ 8 名
参加費：200 円

さく 川端

※日曜・祝日、年末年始はお休みです

11：00～12：00

発達障がい向けの本

「りんごです」

※日曜・祝日、年末年始はお休みです

リズムに合わせて親子で楽しく
ふれあいましょう♪

11：00～12：00
髙倉佳代子

ケルンボール

11：00～11：45

サウンドポップ・ミュージックスクール

ヨガインストラクター

子育てに参考になる
本がたくさんあるよ

開館時間

親子リトミック教室

11：00～12：00

ベビーヨガもするよ★

この図書は、発達障がい児を持つ親と共に歩む会
『つむぐ』から寄付していただきました！

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

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

SDGs をナビにして！

障がいがあるなしに関わらず、どの親子も安心して
過ごせる拠点づくりの一環、として、図書コーナーを
設置しています。

日出町地域子育て支援センターＨＵＧくみ

ＨＵＧくみ 行事カレンダー

11 月

HUG くみでの取り組み

日出町児童館

…学びの場
…zoom 配信

相談できます♪

