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0123歳の子どもと保護者
プレママ・プレパパ
地域の方 など

■■■烏山地域子育て支援コーディネーターのいるところ■■■
地域子育て支援コーディネーターは妊婦さん、乳幼児さんのいるご家庭のちょっと困ったを一緒に考えます。

普段は芦花公園駅近くの『おでかけひろばぶりっじ＠roka』にいます。
５月は下記の場所でも会えますよ♪

5月の予定
12日(水) 10:30～12:00
ぶらんこ粕谷

14日(金) 10:30～12:00
ぐみの木ひろば（上北沢こぐま保育園内）

17日(月) 13:15～14:45
ぷちぶりっじ給田＠給田保育園

20日(木) 10:30～11:30
おひさまひろば（祖師谷保育園内）

25日(火) 10:30～12:00
ぷちぶりっじ in ななつのこ

26日(水) 10:00～11:30
ぷちぶりっじ北烏山＠常栄寺

27日(木) 12:30～14:00
ぽっぽちゃんひろば（福音寮内）

《コーディネーターより》

世田谷には子育てサロンがあることをご存知です
か？お住まいの近くの親子を中心に季節のイベントを
行ったり、情報交換をしたりと交流の場となっていま
す。戸外あそび、工作、ヨガなど興味のあることを
きっかけに出会えるため、オススメです。

『世田谷区社会福祉協議会 子育てサロン』で検索！

相談はメールや電話でもできます
📞 070-6478-8895
✉ shien-karasuyama@setagaya-kosodate.net

＜今月の特別プログラム＞

芦花公園駅より徒歩3分 千歳烏山駅から徒歩9分

出張ひろば 「ぷちぶりっじ」

5/17（月）13:15～14:45 ＠給田保育園【6組】
5/26（水）10:00～11:30 ＠常栄寺(北烏山)【6組】

外あそび＠もぐら公園

5/26(水) 9:30～11:30
【予約不要・出入り自由】

集合場所：もぐら公園

もぐら公園ってどうやって遊べばいいのか
な。。そんなあなた！ぶりっじスタッフと一緒
に、行ってみませんか？

※ ５月の休み ５/６(木)・５/19(水)

もぐら公園
こんなところです！

プレパパママ＆6カ月までの会

5/20(木) 10:00～11:30【5組】
13:00～14:30【5組】

プレパパママさん、赤ちゃんとの生活を体験
できます。先輩ママからリアルな情報をもらい
ましょう！赤ちゃん親子はひろばでゆったり過
ごしましょう。

常栄寺 給田保育園

ぶりっじ近くの公園で遊ぼう♪

5/7(金) 9:30～11:30
【予約不要・出入り自由】

集合場所：芦花保育園の隣の公園

お外あそび初めてさんも、赤ちゃんもお待ち
しています！

11周年、おめでとうございます(^^)！
今年もぶりっじのチューリップ、見事に咲いていますね！！満開の桜やタンポポの綿毛

探しが目的で、今でもお庭にお邪魔しています。かわいい赤ちゃんやスタッフさんに会え
るのも嬉しいです。娘が生意気に成長している嬉しさ(そしてグチ？笑)聞いてもらってい
ます。（はるかママ）

2021年5月で『ぶりっじ＠roka』は11周年を迎えます！
なかなか落ち着かない日々ですが、子どもの笑顔や成長に元気をもらう毎日です。

今回は以前遊びに来てくれていた保護者の方にメッセージをもらいました。
これからの『ぶりっじ＠roka』も引き続き宜しくお願い致します。

11周年おめでとう。「歯が生えたね」「もう歩けるの？」「トイレ行くなら見ておく
よ」と子供達をお互いに見合って、子供と私が成長してきた場所、それがぶりっじです。
離乳食の悩み、結婚指輪を失くしたこと、子供のおかしさ、たくさん話して、たくさん聞
いて。笑い、涙、励まし、気づきが詰まったキラキラした思い出が溢れます。これからも
みんなの居場所です。（ひびきママ）

祝11周年！妊娠中に偶然ぶりっじ前を通りかかり、通い始めて６年。何でも相談できる
大切なお友達にも出逢えました。いつもニコニコ迎えてくれ、入園、入学、一緒になって
成長を喜び、時に赤ちゃんの頃の思い出話をしてくれる、そんな素敵なスタッフの方々に
感謝でいっぱいです。（えいとママ）

ひろばの様子

春から幼稚園や保育園に入園したお子さん
たち、おめでとうございます！
新しい生活は、親子ともに楽しみでもあり、

不安でもあり。ドキドキしながらこのひと月
を過ごした方もたくさんいらしたと思います。
そんなぶりっじを卒業したての親子たちが、

ぶりっじの窓から声をかけてくれて、新しい
生活のようすを話しに来てくれます。元気そ
うな顔を見せてもらえると、こうやって今ま
でもこれからも、皆さんとつながっていける
場でありたいなと嬉しくなります。
お近くに寄られたらぜひ声をかけてくださ

いね！（和泉沢）

スタッフからのメッセージ

やっと温かくなって、外遊びに調度良い季
節になりましたね。子どもたちは、外遊びで
たーくさん刺激を貰えるようですよ。外って、
人も空も鳥も車もみーんな動いているから、
同じ景色はないし、日向と日陰でも体感温度
が違うし、風が吹けば更に違う。小さな子ど
もたちには、刺激だらけということですよね。
コロナ禍の今、ハイハイ時期からでも、ど

んどんお外で刺激貰ってみてください。
(岡本)
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月 火 水 木 金 土

公園で遊ぼう！

【予約不要】

ぶりっじ近くの

9:30～11:30

10:00～11:30

【5組】

おはなし会㊗

ぷちぶりっじ 語りかけ講座  プレパパママ

①10:00～11:30

【各回5組】 ②13:00～14:30

13:15～14:45
①10:30～11:30
②13:00～14:00

ゆったり ハートタイム ＠常栄寺
1０:00～1１:３0 11:00～15:00 10:00～11:30

助産師相談
10：15～1１：３０

【5組】

＠給田保育園 6カ月までの会

のんびり ゆるり ぷちぶりっじ  赤ちゃんのふしぎ

【各回5組】

【各回5組】

①10:30～11:30
②13:00～14:00
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(6/15～30分）
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AM・PM

【各3組】

AM・PM AM・PM PMのみ AM・PM AM・PM

ハピセパ ハピセパ ハピセパ
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予約開始日
(6/1～14分）

分散来室

月 火 水 木 金 土

分散来室

５月のひろば開室状況 ５月のプログラム・イベント

＜ハッピーセパレーション＞ 理由を問わない一時預かりです。

利用可能時間 平日10:00～15:00 の間で 2時間～最大4時間 （土日祝 休み）
予約方法 電話 03-3309-8115 申し込み (平日10:00～15:00)
利用料金 2時間1500円以後1時間毎に1000円（「せたがや子育て利用券」可）

※事前登録（500円）が必要です。
※たくさんの方にご利用いただくために月2回（前半・後半 各1回）のご利用にご協力下さい。
※預け場所にお困りの際はご相談ください。

６月予定 【前半】 6/1(火)～14(月) 【後半】 6/15(火)～30(水) ※6/3<木)休み

助産師大坪三保子さんに赤ちゃんのこと産前産後のからだのことなど気軽に聞け
ます！ 対象：妊婦さん～生後1歳前後の子と保護者 【無料・左QRより予約】

世田谷おはなしネットワークのみなさんによる楽しいお話し会です。
対象：0123歳の子と保護者 【無料・左QRより予約】

木津陽子さんから「遠野のわらべうた」による伝承の子育てを教えてもらおう。
対象：①妊婦さん～6カ月前後②6カ月前後～1歳 【500円※・左QRより予約】

理学療法士 中原規予さんとからだの発達についてみんなで考えます。
対象：妊婦さん～1歳前後の子と保護者 【500円※・左QRより予約】

臨床心理士 久野美智子さんと個別にお話ができます。
対象：保護者 【無料・電話予約】

療育に通うお子さんと保護者のみなさんのんびりおしゃべりしましょう。
保護者のみの参加も大歓迎 【無料・電話orメール予約】

助産師相談

おはなし会

語りかけ講座

赤ちゃんのふしぎ

ゆるり
ハートタイム

のんびりゆったり
おしゃべりタイム

※「せたがや子育て利用券」可

＜分散来室＞ 【各回5組 (土曜3組）】

消毒、換気、手洗い、検温などを行い、安心して過ごすことができるようにしています。

OPEN時間 ① 午前 10:00～11:30 ② 午後 13:00～14:30
予約方法 https://airrsv.net/bridge-roka/calendarより予約申し込み

予約回数 プログラムを含めて3回まで
※お祝いWEEK期間中は1回（おはなし会含む）までとさせて頂きます。

プログラムはすべて

4/26（月）

予約開始予定です。

＜５月分散来室の予約開始予定＞

4/26(月) → 5/1 ～ /14
5/7 (金) → 5/17 ～ /3

はじめての方は優先枠がある
のでお電話ください♪
03-3309-8115

外あそび
＠もぐら公園

9:30～11:30
【予約不要】
（現地集合）

緊急事態宣言により急な変更が
生じた場合ブログ等でお知らせします。

ご確認お願い致します。

バザーは感染防止のため延期することになりました。
開催期間はあらためてブログ等でお知らせします。

11周年お祝いWEEK

11周年お祝いWEEK

手形スタンプをして窓に飾ります♪
汚れても良い服装で来てください。
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