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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。
10月は下記の場所でも会えますよ♪

10月の予定

4日(月) 13:30～15:00
ぶらんこ粕谷

8日(金) 10:30～12:00
ぐみの木ひろば（上北沢こぐま保育園内）

18日(月) 13:15～14:45
ぷちぶりっじ給田＠給田保育園

21日(木) 10:30～11:30
おひさまひろば（祖師谷保育園内）

26日(火) 10:30～12:00
ようこそ！赤ちゃんとはじめの一歩

＠コミュニティカフェななつのこ
27日(水) 10:00～11:30
ぷちぶりっじ北烏山＠常栄寺

28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》

暑ーい夏が過ぎ、ようやくおでけしやすい季節になってきま
したね。
コーディネーターは、室内ではもちろん、ぶりっじ近くの

あずま屋やお住まい近くの公園のベンチでも相談できることを
ご存知ですか？
メールや電話でもやりとりできますが、こんな時だからこそ

自然の中でリラックスしながらお話してみませんか？

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

※ 10月の休業日：10/7、20

＜ひろばの様子＞

過ごしやすい季節になってきました。お散歩にも最適ですね。

ある絵本作家さんが「夏の音は上から、秋の音は下から」と言ってます。ぶりっじへの道すがらや、
お散歩中、またはURの公園内で、虫の「リーンリーン」、葉っぱの「カサカサ」、木の実の「ポトン
コロコロ」を感じてみてください。

もちろん、ひろばの中でのんびり過ごすのにも最適な季節です。皆さんに快適に安心して過ごして
もらえるよう、スタッフ一同 心を込めてお待ちしています。(永岡)

＜ハッピーセパレーションの様子＞

てくてくてくてく…

ハッピーセパレーション(一時預かり)の子と一
緒に、よくお散歩に出かけます。

あぶなくないところ(ぶりっじ横の遊歩道や芦
花保育園の隣りの公園)だったら、その子の行
きたいところに、後ろからついていきます。

小さな石ころ、ありんこ、電車の音、セミの声、
おなじくらいのお友だち、ニコニコあいさつし
てくれるおじさん…

足をとめて、じーっと見たり、さわってみたり、
ペコリとおじぎしてみたり…

おさんぽは、心がふわっと動く出来事がいっぱ
い♪

てくてくてくてく…

今日もわくわくしながら出発です！(吉川)

『秋のバザーウィーク』

10/23(土)～29(金)10:00～15:00
※12:00～13:00は昼休み

場所 ぶりっじ外のテラス
【予約不要・雨天中止】

バザー品の募集は10/11～22の期間に限らせて
いただきます。大きい品物のお持ち込みは必

ず事前にお問い合わせください。

＜スタッフからのメッセージ＞

最近、我が家の5歳児と一緒に朝ドラ『おか
えりモネ』にハマっています。

アイドル大好きの息子は“りょーちん”が出
るたびに正座して見ていましたが、同時にお
天気にも興味が出てきた模様…

保育園からの帰り道、空が見渡せる場所で
「ちょっと止まって！」と言い、「あの雲は
なんていうの？」や「あっちのほうは黒い色
してるからもうすぐここも雨がふるかもね」
など、５歳児なりにいろいろ想像を働かせて
空を楽しんでいるようです。保育園でも雷に
泣いてしまった子に「もうすぐいなくなるか
ら大丈夫だよ！」と声をかけていたとか。

帰宅後は私と一緒に気象情報を見て「天気
図ってなに？」とか「どうして天気は西から
くずれるの？」など、大人でも考えないと回
答できない質問をしてくるので、天気予報マ
ニアの私としてはちょっと楽しい毎日なので
した。

ちなみに息子、宇宙に関する仕事がしたいそ
うで「宇宙天気っていうのがあるんだよ」と
教えると目をキラキラさせていました。

子どもの夢って希望があって、なんかいいで
すね。（たなか）

秋はＷで楽しもう『秋まつり＆ハロウィン』

10/14(木),15(金)2日間【定員 各回5組】
場所 UR12号棟集会室

①10:10～11:00 ②11:15～12:05
③13:25～14:15

親子で楽しめる企画が盛りだくさん！
仮装ももちろんOKです。

おまつり＆ハロウィンを楽しみましょう♪
各日3部制、少人数の予約制です。

＠もぐら公園 10/13(水)10:00～11:30

＠芦花保育園となりの公園 10/27(水)10:00～11:30

みんなでお外あそびしませんか？

お外あそびはじめてさんも大歓迎！10月は下記の2か所で予定しています。
【予約不要・現地集合・出入り自由】

※雨などで中止の場合はＨＰでご連絡します。

https://www.setagaya-kosodate.net/hiroba/bridge/


日
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月 火 水 木 金 土

【各回5組・ひろば】

語りかけ特別講座

①10:30～11:30
②13:00～14:00

～睡眠のこと～

【各回5組】 【各回5組】

【要予約・３部制】 【要予約・３部制】

11：00～1１：３０ 　ハロウィン 　ハロウィン
【5組】

おはなし会 秋まつり＆ 秋まつり＆

12号棟集会室 12号棟集会室

13:15～14:45

10：15～1１：３０  ふしぎ
【5組・ひろば】

助産師相談 語りかけ講座  赤ちゃんの

【ひろば】
【各回5組・ひろば】

※10:00～ひろばで
　　　　　　 遊べます！

＠常栄寺 6カ月までの会
1０:00～1１:３0 11:00～15:00 10:00～11:30 ①10:00～11:30

のんびりゆったり ゆるり ぷちぶりっじ  プレパパママ
おしゃべりタイム ハートタイム

ぷち＠給田保育園 【各回5組・ひろば】

①10:30～11:30
②13:00～14:00

②13:00～14:30

【各回5組・ひろば】

①10:30～11:30
②13:00～14:00

日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土

ハピセパ

分散来室
AM・PM

AM・PM ー AM・PM AM・PM AM・PM

ハピセパ ハピセパ ハピセパ

分散来室 ー 分散来室 分散来室 分散来室

ハピセパ

分散来室 分散来室 分散来室 ー ー

AM・PM AM・PM PMのみ ー ー

ハピセパ ハピセパ ハピセパ

PMのみ ー AM・PM AM・PM ー AM・PM

ハピセパ ハピセパ

AM・PM ー

ハピセパ

ハピセパ ハピセパ ハピセパ

分散来室分散来室 ー 分散来室 分散来室 ー

分散来室
AM・PM

ハピセパハピセパ ハピセパ ハピセパ

分散来室 ー 分散来室 ー

PMのみ ー

１０月のひろば開室状況 １０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。

１０月予定 【前半】 10/1(金)～14(木) 【後半】 10/15(金)～29(金) ※10/7<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・上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・上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※・上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※・上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

１０月のプログラムは 9/27（月）予約開始

１１月のプログラムは 10/25（月） 〃

分散来室 予約開始日 一覧

10/1 ～ 14分 → 9/27（月）予約開始
10/15 ～ 29分 → 10/5 （火） 〃
11/1 ～ 12分 → 10/25（月） 〃

はじめての方はお気軽に
お電話ください♪

03-3309-8115

ハピセパ 予約開始日 一覧 電話予約 03-3309-8115

11/1 ～ 12分 → 10/1 （金）予約開始
11/15～ 30分 → 10/15 (水) 〃

分散来室・プログラムのご予約はこちらから
https://airrsv.net/bridge-roka/calendar

プレイデーウィーク
9/25～10/1
※分散来室にて

外あそび
＠芦花保育園となりの公園

10/27(水)10:00～11:30
【予約不要】現地集合

バザーウィーク
10/23～29

バザーウィーク 10/23～29

10/14～15は
ハピセパお休みです

外あそび ＠もぐら公園
10/13(水)10:00～11:30
【予約不要】現地集合


