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ぶりっじ＠roka
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Tel 03-3309-8115
roka@setagaya‐kosodate.net
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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。

６月の予定
１日(水) 10:30～12:00
ぶらんこ粕谷

６日(月) 10:30～12:00
おでかけひろば ぴんぽ～ん

１０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(木) 10:30～11:30
おひさまひろば（祖師谷保育園内）

２０日(月) 13:15～14:45
ぷちぶりっじ＠給田保育園

２２日(水) 10:00～11:30
ぷちぶりっじ北烏山＠常栄寺

２３日(木) 12:30～14:00
ぽっぽちゃんひろば（福音寮内）

２８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

《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

※６月の休業日：６/２、１５

＜スタッフからのメッセージ＞

ぶりっじは、ご近所さんに支えてもらっています。

ご近所さんと一言で言ってもいろんなご近所さんがいます。

UR団地の方、ぶりっじのお近くで暮らしている方、ぶりっじを卒業したママ、パパ、保育園、幼稚園の
お子さん、小学生、保育園の先生、商店街の方たち。。

ぶりっじのお花の手入れをしてくれたり、バザーのお手伝い、お外あそびを見守ってくれたり、節分の
鬼を引き受けてくれたり。
ぶりっじにあそびに来たときに、ご近所さんに出会えるかも♪

「うちの子もこんな風に大きくなるのかな？」と保育園、幼稚園のお子さんを見て思うかな。少し前を
歩く先輩ママに「イヤイヤ期、どうしてました？」と聞けるかも。人生の先輩とゆったりとした時間を
過ごしたり。。

ご近所さんとちょっぴりつながると、ほんわかあったかい気持ちになれそう♪(吉川)

5月に ぶりっじ は 12周年 をむかえました！

これからもみなさんとの出会いを大切にしながら

一緒にぶりっじをつくっていきましょう♪

わたしたちの「ぶりっじ」との出会い

幼稚園情報交換会
～おしえて先輩ママ！幼稚園ってどんなところ？～

①6/13(月) ②6/14(火) 各10:30～11:25

【定員各10組・集会室】

参加費200円

対象【2023年度入園】2019年4月2日～2020年4月1日生
【2024年度入園】2020年4月2日～2021年4月1日生

上記に該当するお子さんとその保護者
（お子さんと一緒に参加できます）

はじめての方はお気軽にお電話ください♪

03-3309-8115

はじめてさんの会

6/11（土）13:00～14:30
【定員5組・ひろば】

コミュニティカフェななつのこで妊婦さん～生後５ヶ月の親
子対象の『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！
はじめての出産や子育てのちょこっと気になることをみんなで
話しましょう。相談だけでなく最初のおでかけ先や、近くに住
んでいる親子に会える場としてもご利用ください。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／6月28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

♡ 下の子が３ヶ月のときにひろばを探したら「ぶりっじ」があり、バザーに初訪問しました。

♡ 散歩中に声をかけられて、ちょうど子どもが動き出した頃だったので遊びに来ました。

♡ 「おひさまひろば」でぶりっじを紹介されて♪ ♡ インターネットで探してきました！

♡ 烏山児童館で会った母に「ななつの子」を紹介され、そこで出会ったコーディネーターから

ぶりっじを紹介してもらってきました。

♡ ぶりっじの前やサミットなどでぶりっじスタッフからナンパされた！

♡産後ケアセンターで聞いて、退院後すぐに予約しました。

♡児童館で知り合ったお母さんと一緒に、以前から気になっていたぶりっじに行こうと約束しました。

♡ ほかのおでかけひろばで聞いて来ました。

♡奥さんに教えてもらって来ました。

保育園のお子さんあつまれ！

6/25（土）10:00～11:30
【定員5組・ひろば】

対象 2歳児クラスまでのお子さんと保護者ぶりっじ近隣の幼稚園入園を検討されている方へ、
先輩幼稚園ママが幼稚園に関するさまざまな
情報をお伝えします。
「幼稚園ってどんなところ？」
「幼稚園の一日ってどんな感じ？」
「どう決めたらいいのかな？」など、
素朴な疑問＆質問をぜひ聞いてみましょう！

ぶりっじはじめてさん、いらっしゃい！
プレパパママさんも大歓迎ですよ♪
ひろばってどんなところかな？と
気になっている方、お待ちしています！

保育園に通っている親子であそんで、情報
交換したりおしゃべりしましょう！

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


日
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27 28 29 30

のんびりゆったり 外あそび
おしゃべりタイム ぶりっじ近くの公園

1０:00～1１:３0

【定員6組・集会室】 【予約不要】

9:30～11:30

１０：００～１１：３０

【定員7組】

①10:30～11:30
②13:00～14:00

＠給田保育園 ＠常栄寺  ふしぎ あつまれ！！
13:15～14:45 10:00～11:30

【各回7組・集会室】

①10:30～11:30
②13:00～14:00

【各回5組・集会室】 【定員６組】 【定員5組・ひろば】

対象：2歳児クラスまで

ぷちぶりっじ 語りかけ講座 ぷちぶりっじ  赤ちゃんの 保育園のお子さん

【定員１０組・集会室】 9:30～11:30 ①10:00～11:30

【予約不要】 ②13:00～14:30

幼稚園情報交換会① 幼稚園情報交換会② 外あそび  プレパパママ
１０：３０～１１：２５ １０：３０～１１：２５ ぶりっじ近くの公園 6カ月までの会

【定員１０組・集会室】

【各回7組・ひろば】

プレパパママもどうぞ♪【定員7組・ひろば】 10:00～11:30 【予約不要】

【定員7組・ひろば】

助産師さんと “ファミサポ” 外あそび はじめてさんの会

【定員5組・ひろば】

みんなでおしゃべり 知っていますか？ もぐら公園 13:00～１４：３０

10：15～1１：３０ ～地域とつながろう～ 9:30～11:30

月 火 水 木 金 土日

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

月 火 水 木 金 土
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AM・PM
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PMのみ PMのみ PMのみ AM・PM AM・PM AMのみ

ハピセパ ハピセパ ハピセパ

分散来室 分散来室 分散来室 分散来室 分散来室 分散来室

分散来室 分散来室 分散来室 -

ハピセパ

分散来室

ハピセパ

AM・PM AM・PM AM・PM - AM・PM

ハピセパ

分散来室 分散来室 分散来室 分散来室 分散来室 分散来室

ハピセパ ハピセパ ハピセパ ハピセパ

AM・PM AM・PM AM・PM AM・PM AM・PM PMのみ

ハピセパ ハピセパ ハピセパ

分散来室

ハピセパ ハピセパ ハピセパ ハピセパ

AM・PM AM・PM AM・PM AM・PM

分散来室 分散来室 分散来室 分散来室

ハピセパ ハピセパ

６月のひろば開室状況 ６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）のご利用にご協力ください。
※預け場所にお困りの際はご相談ください。

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

助産師さんと
みんなでおしゃべり

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７組 (土曜５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５回まで

６月のプログラムは 5/23（月）予約開始

７月のプログラムは 6/27（月） 〃

分散来室 予約開始日 一覧

6/1 ～ 14分 → 5/23（月）予約開始
6/15 ～ 30分 → 6/8 （水） 〃
7/1  ～ 14分 → 6/27（月） 〃

＜ 感染拡大に向けてのお願い＞

ご家族の通う保育園、幼稚園、学校などが
コロナで休園・休校となった場合は、
来室をお控えください。

ハピセパ 予約開始日 一覧

7/1 ～ 14分 → 6/1 （水）予約開始
7/15～ 29分 → 6/15 (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

※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～

おはなし会
6/8(水) 11:00～11:30
【定員7組・ひろば】
※10:00～遊べます！

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

