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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

●11日(水) 10:30～12:00
ぶらんこ粕谷

●13日(金) 10:30～12:00
ぐみの木ひろば（上北沢こぐま保育園内）

●16日(月) 13:15～14:45
ぷちぶりっじ＠給田保育園

●19日(木) 10:30～11:30
おひさまひろば（祖師谷保育園内）

●24日(火) 10:30～12:00
プレ＆はじめて子育てパパママの

ちょこっと相談会@ななつのこ
●25日(水) 10:00～11:30
ぷちぶりっじ北烏山＠常栄寺

●26日(木) 12:30～14:00
ぽっぽちゃんひろば（福音寮内）

《今月のトピックス》

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

＜今月のプログラム紹介＞

芦花公園駅より徒歩3分 千歳烏山駅から徒歩9分

※５月の休業日：5/3、4、5、12、18

＜スタッフからのメッセージ＞

ぶりっじに遊びに来る親子の皆さんからいつもたくさんの癒しや元気をもらっています♪

子ども同士の微笑ましいやりとりに、初めて寝返りをした！と皆で喜ぶ場面に、ママが自己紹介を話
している横で何だかうれしそうにニコニコしている子どもの様子に、大人のおしゃべり？！(美味しい
食べ物の話、ふるさとの話、やっていたお仕事の話・・)に・・などなど。

そんな繋がりのできた皆さんですが、この春もたくさんの親子が幼稚園、保育園、そしてお引越しと
新しい生活を始めています。今頃、ワクワク、ドキドキ、ちょっぴり不安や緊張もある頃でしょうか？
どうぞ無理せず自分のペースで過ごして下さいね。

そしていつでもぶりっじに親子で顔を見せて下さいね。大きな窓から手を振ってくれるのを待ってい
ます！

遠い方はメールやお電話で近況聞かせてね。 これからも応援しています♪ (神野)

今月は皆さんに行きたいところを聞いてみました！

どこへ出かけるにもいろいろ気になる昨今ですが、だれと一緒に、どこへ、いつごろ・・・と、

行きたいところへ思いをめぐらせると楽しい気持ちになりますよね♪

みなさんに、今『行きたいところ』聞いてみました🎵

12周年お祝い月間

ぶりっじは今月１２周年を迎えます。
お祝い月間としてみんなで楽しみましょう♪

5/13(金)～20(金)バザー開催！※5/15(日)休み

※予約不要ですが、状況によって
入場制限をさせて頂く場合があります。

♪バザー品募集します♪

5/6・9・10・11・13・14 の 10:00～15:00 の間に
バザー品を募集します。内容によっては

お引き受けできないものもありますので、
ぶりっじまでお問い合わせください。

出張ひろば 「ぷちぶりっじ」

5/16（月）13:15～14:45 ＠給田保育園【6組】
5/25（水）10:00～11:30 ＠常栄寺(北烏山)【6組】

常栄寺 給田保育園

ご予約は
こちらから♪

はじめての方はお気軽にお電話ください♪

03-3309-8115

★沖縄！朝ドラで海や砂浜を見て。

★どこでもいいから、家族で出かけたい。島忠より遠いところへ…

★温泉に行きたい♨

★軽井沢のアウトレット！

★パパが育休を取るので広島の親戚のところへ、ウサギが1000匹いる
ウサギ島があります。

★動物園🦁

★高尾山🏔

★海外から親族が来てくれるので京都観光したい🚅

★子どもと一緒にプールに行きたい。

★北海道や沖縄！

外あそび

【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。

＠もぐら公園 with ちびっこプレーパーク
5/11(水) 9:30～11:30

＠芦花保育園のとなりの公園
①5/18(水) 9:30～11:30
②5/25(水) 9:30～11:30

プレパパママさん、お外あそび初めてさんも
大歓迎！みんなで遊びましょう♪

コミュニティカフェななつのこで『プレ＆はじめて子育てパ
パママのちょこっと相談会』を実施中です！妊婦さん～生後
５ヶ月の親子対象です。はじめての出産、子育ては、ちょこっ
と聞いてみたいことがいっぱい。わたしの疑問はみんなの疑問、
ほかの参加者と一緒に、この『ちょこっと聞きたいこと』を
シェアして、みんなで産前産後のハッピーな乗り切り方をイ
メージしてみませんか？子育て支援コーディネーターが烏山の
子育て情報もお持ちします！
日時／5月24日（火）10:30～
定員／5組
持ち物／おくるみやバスタオルなど1枚

予約はこちらから

https://www.setagaya-kosodate.net/hiroba/bridge/
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おはなし会 パパも一緒に
11：00～1１：３０ みんなでバザー

助産師相談 語りかけ講座 外あそび  プレパパママ

【定員6組・ひろば】 13：00～14：３０
※10:00～遊べます！ 【定員4組・ひろば】

【各回6組・集会室】 【予約不要】

10：15～1１：３０ ①10:30～11:30
②13:00～14:00

芦花保育園隣の公園 6カ月までの会
【定員6組・ひろば】 9:30～11:30 ①10:00～11:30

～手作りおもちゃ～
おしゃべりタイム ＠常栄寺  ふしぎ 作ってあそぼう
のんびりゆったり ぷちぶりっじ  赤ちゃんの パパもママも

①10:30～11:30
②13:00～14:00

②13:00～14:30

【各回6組・ひろば】

【定員6組・集会室】 【定員6組】 1０:00～1１:３0

【各回6組・集会室】 【定員4組・ひろば】

1０:00～1１:３0 10:00～11:30

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(水)～14(火) 【後半】 6/15(水)～30(木) ※6/2<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】
持ち物： 『母子手帳』 をお持ちください。

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】

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・上QRより予約】

助産師相談

おはなし会

語りかけ講座

赤ちゃんのふしぎ

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６組 (土曜４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４回まで

５月のプログラムは 4/25（月）予約開始

６月のプログラムは 5/23（月） 〃

分散来室 予約開始日 一覧

5/1 ～ 14分 → 4/25（月）予約開始
5/16 ～ 31分 → 5/9 （金） 〃
6/1  ～ 14分 → 5/23（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

6/1 ～ 14分 → 5/2 （月）予約開始
6/15～ 30分 → 5/16 (月) 〃

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

※中止・変更などはＨＰでご連絡します。

…ハピセパ（一時預かり）予約開始日 10:00～

…分散来室・プログラム 予約開始日 昼頃～

外あそび
＠芦花保育園隣の公園

5/25(水) 9:30～11:30
【予約不要】

ぷちぶりっじ
＠給田保育園

5/16(月) 13:15～14:45
【定員6組】

外あそび
＠もぐら公園 with ちびっこプレーパーク

5/11(水) 9:30～11:30

【予約不要】【現地集合】【出入自由】

バザーWEEK

バザーWEEK

バザー品を募集します
5/6・9・10・11・13・14 の 10:00～15:00

にバザー品を募集します。
※お引き受けできないものもありますので、

お問合せください♪

https://airrsv.net/bridge-roka/calendar

