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HUG くみだより 2022 年 11 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 

ＨＵＧくみ 行事カレンダー 
すべての行事が、開催日の 2 週間前から申し込み開始になります※マタニティ行事は随時、申し込み可 

11 
子育てプログラム 

産後の応援プログラム 

マタニティプログラム 

相談日 

学びの場・リフレッシュ 

情報配信中！！ 

HUGくみ公式アカウント 
＠hijisyakyo_kosodate 
 

HUGくみ公式 ホームページ 
http://hiji-syakyo-k.jp/ 

HUGくみ公式アカウント 
行事などの情報が届くよ！ 
 

おすすめ絵本の紹介 

産後 de ヨガ 
11：00～12：00 

参加費 200 円 

 

親子 
リトミック教室 
11：00～11：45  

ボール持参 

 

マタニティ・ヨガ 
11：00～12：00 

参加費：300 円 

マタニティ・ヨガ 
11：00～12：00 

参加費：300 円 

WAKUWAKU 

つみきくらぶ  
11：00～12：00 

 

歯科衛生士相談日 

10：00～12：00 

（1 人 30 分） 

助産師相談日 
10：00～12：00 

（1 人 30 分） 

子連れ de ヨガ 
11：00～12：00 

参加費 100 円 

 

発達障がい児を持つ親と共に歩む会 

「つむぐ」茶話会(小学生以下) 

10：00～12：00 
 

発達障がい児を持つ親と共に歩む会 

「つむぐ」茶話会 
(中学生以上) 

 10：00～12：00 
 

えいごであそぼ！ 
Peek-a-boo 
11：00～11：30 

l  

 

てしごと工房 
10：15～11：45 

参加費：300 円 

託児あり 

子育てパパ応援講座 
10：00～12：00 

（ＨＵＧくみ） 
 

研修を受けた地域の子育て経験者（ビジター）が訪問する 

「家庭訪問型子育て支援ボランティア」 

週に一回、2 時間、訪問し、友人のように寄り添いながら 

「傾聴」（気持ちを受け止めながら話を聴く）や 

「協働」（育児家事や外出を一緒にする）の活動をします。 

 

子どもたちも私もビジターさんの訪問が楽しみです！ 

双子を連れての外出は、一人では難しく、また、 

親以外の人と触れ合うことで、子どもたちの成長、

発達の促進になれば…と思い、利用を始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

case3 双子家庭 O さん 利用時 １歳 

産後 de ヨガ 
11：00～12：00 

参加費 200 円 

 

「びっくり まつぼっくり」 
  文：多田多恵子 絵：堀川理万子 

 

まつぼっくりって、 
しぼんだり、ひらいたり面白いね 
おさんぽでみつけてみよう♪ 
 

 

「ちびすけ どっこい」 
案：こばやしえみこ 絵：ましませつこ 

寒い冬は、おすもうでたいけつ！
わらべ歌をうたいながら楽しめる
よ♪ 

活動を通して日出町のことが 

大好きになりました！ 

私も夫も県外出身で、日出町のことを知る 

きっかけになれば…と思い利用を始めました。 

case2 マタニティ Y さん 利用時 妊娠 8 か月 

子連れ de ヨガ 
11：00～12：00 

参加費 100 円 

 

ペアレントメンター 
かふぇ  
10：00～12：00 

 

参加費：300 円 

ひじハピ 

｢わくわく交換会」 

10：30～12：00 

保育コーディネーター
と座談会 
10：15～11：45 

託児あり 

出張児童館（川崎地区） 

「ベビマ&おしゃべり会」 

10：30～12：00 

 

絵本相談日 
10：00～12：00 
（1 人 25 分） 

子育てカウンセラーと 
座談会 
10：15～11：45 託児あり 

プレパパプレママ
講座⁽両親学級⁾ 
10：00～11：30 

 

子育て講習会  

「ママのための 
防災ミニ講座」 

10：30～12：00 託児あり 

 

子 育 て 講 習 会 

ママのための防災ミニ講座 

日 時 11 月29 日（火） 

10：30～12：00 

対象者 乳幼児を子育てしている方 

参加費 無料 

託 児 あり（定員あり） 

 

 

日出町地域子育て支援センター
ＨＵＧくみが、川崎地区へ 
お伺いします！ 
当センターで実施している行事
等を体験してみませんか？ 

日 程：１１月１６日（水） 

時 間：１０：３０～１２：００ 

対 象：乳幼児親子 

備 考：要予約、参加費無料 

【講師】子育てサポーター 萱島治子 

おしゃべり会 11：10～12：00 

ベビーマッサージ 10：30～11：10 

【講師】安田亜沙美（ベビーマッサージ教室 Touch Days） 

報 告 

一緒に子育てをすることで 

子育ての不安が軽くなりました！ 

県外出身で知人がいない中、産後は、子育てに 

不安があったので利用を始めました。 

 

 

 
災害から子どもの命を 

守るために、生き抜ける力を 

親子で育てていきませんか？ 

えほん相談日 

講 師 防災ママおおいたプロジェクト代表 

    大鶴めぐみ氏 

文化の日 

勤労感謝の日 

子どもの遊び相手、寝かしつけなど、 

一緒に子育てをしてもらい、とても 

助かりました。 

 

 

Case1 子育て家庭 K さん 利用時 生後 1 か月 

HUG くみや公園、図書館…と 

地域の様々なところに出かけました。 

子ども達もビジターに会うと、自分から

手をつなぐようになりました。 

 

 

ホームスタート・ひじ 
【社会福祉法人 日出町社会福祉協議会】 

代 表 電 話  ： 090-5292-3853 

ホームページ： http://hiji-syakyo-k.jp/ 

メ   －  ル ： hiji-homestart@hiji-syakyo.jp 

ここが安心！ 

ホームスタート訪問支援の特徴！ 

① 訪問に関する連絡、調整はオーガナイザー（調整役）が行います 

② ビジター（訪問する人）は 48 時間の研修を受けた人 

③ 全国展開されている子育て支援 
ホームスタート・ひじ 

訪問家庭数 行 事 の 紹 介 

10 月 14 日  

「できたが増える！ママのための魔法のお片付け術」 
 

ワークを通して片付けの基本を学びました。 

モノを捨てる時、整理をする時は、 

相手や、こども目線で「使いやすさ」を考えることが大切！ 

今回は 、こどもの物やおもちゃ収納をメインに 

お話してくれました。 

整理収納アドバイザーによる講習会を開催！ 

～追記～ 
 

双子育児は、本当に大変… 

「そんな時にビジターさんが 

寄り添い一緒にいてくれたこと

で本当に助かった！」 

と話してくれました！ 

 

～追記～ 
 

訪問中は、何よりビジターとの 

「何気ない会話が楽しかった」 

と嬉しそうに話してくれました！ 

～追記～ 
 

活動中は、ビジターの先輩ママ

としての妊婦への気遣いが嬉

しく安心して活動することがで

きたと話していました！ 

令和 2 年度 令和 3 年度 

■利用のきっかけは？ 
 

活動を通して自分自身、子どもの成長に

余裕を持って感じることができるように

なり、子育てに対する不安が軽くなりま

した！ 

■どんな活動でしたか？ 
 

■ホームスタートを利用してみて… 
 

■利用のきっかけは？ 
 

■どんな活動でしたか？ 
 ビジターとお散歩しながら地域の小児科や病院、

子育てサービスなどを教えてもらいました。 

また、HUG くみにも一緒に遊びに行きました。 

ビジターをはじめ HＵＧくみ利用の先輩ママなど

様々な人と知り合いになりました。 

身近に頼れる人ができたことは、とても心強かっ

たです。あたたかい人がたくさんいる日出町が大

好きになりました。 

■ホームスタートを利用してみて… 
 

■利用のきっかけは？ 
 

■どんな活動でしたか？ 
 

■ホームスタートを利用してみて… 
 先輩ママとして園の情報を教えてくれたり 

たくさん話をきいてもらいました。子どもたちも 

親以外の人とかかわることでたくさん成長し感謝

でいっぱいです！ 

 

トトノエル代表 

整理収納アドバイザー 

高橋隆代先生 

18 家庭 20 家庭 

日 時 11 月 15 日(火) 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】 

定 員 4名（うち１人 25分） 

場 所 HUG くみのお部屋 

 

「うちの子の月齢にあった絵本は？」 
「どうやってよみきかせをしたらいい？」など 
絵本やよみきかせに関する相談ができます。 
親子で絵本が好きになるお話が聞けますよ！ 

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

