
ゆったりーのは、廃園になった保育園跡地を、子育て当事者である区民が区と協働で運営する親子の居場所です。

   親と子と地域がみんなでつくるみんなの居場所　　～「あったらいいな・できたらいいな」をカタチにする～

日 月 火 水 木 金 土

0ヶ月～
3歳未満

0ヶ月～
3歳未満

０ヶ月～
未就学児

０ヶ月～
未就学児

０ヶ月～
未就学

お休み
１０：００～
１６：００

１２：３０～
１６：００

１０：００～
１６：００

お休み
１０：００～
１６：００

１０：００～
１６：００

1 2 3 4 5 6 7
2日 2日・9日 お休み 予約相談 お休み

布絵本×編み物部 ねぞうアート 12:30開館

×ミシン部 13:30～15:00 ちょこっと ちょこっと ちょこっと

10:30～12:30 8 9 10 11 12 13 14
お休み 予約相談 お休み

12:30開館

ちょこっと ちょこっと ちょこっと

15 16 17 18 19 20 21
お休み お休み 予約相談 お休み

12:30開館

24日 ちょこっと ちょこっと

10日 ベビーマッサージ 22 23 24 25 26 27 28
預かり登録説明会 10:30～12:00　 お休み お休み 予約相談 お休み 東新宿

13:30～　予約不要 13:30～15:00　 12:30開館 保健ｾﾝﾀｰ

ちょこっと ちょこっと 健康ﾏﾙｼｪ

17日 29 30
ベビママタイム

13:30～14:30　 ←今月は助産師さんが来ます！

ちょこっと

11日

25日 わらべうた講座

おもちゃ病院 ①10:30～11:00　

10:00～14:00　 1・2歳児と保護者

②11:15～11:45　

0歳児と保護者

27日

中村さんの

一汁二菜

  

  

 

14日 7日 28日

折り紙タイム 大学生と遊ぼう 東新宿保健センターにて

糖尿病予防啓発イベント

「けんこうマルシェ」をお手伝い

ゆったりーのは「的当て」 ハロウィン衣装

コーナーを担当します！ 申込フォーム

発行：NPO法人ゆったりーの

162-0853
新宿区北山伏町2-17
TEL  5228-4377
FAX  6909-6265
http://yuttarino.org
office@yuttarino.org

マーク

は

予約が

必要で

マークは

参加費等が

かかります

マークは

託児があります

（予約制）

月曜日の午後は・・・
○3年保育に行かない3歳児

(平成27年4月2日～28年4月1日生まれ)

○3歳未満の弟妹のいる3歳以上のお子さんも

ひろばを利用できます♪

火曜日の午前は・・・
○予約相談（りーののへや）のみ受け付けております

日頃、ちょっと話しにくいことや、気軽な相談、

何でも聞きます。お子さん連れは事前にご相談下さい

0歳～就学前

ひろば定休

金曜日は
11時30分から

おにぎりやパンを

販売しています。

売切れ次第終了。

事前に登録した方に限り

お申込ができます。

詳細はホームページにて。

一時預かり「ちょこっと」は、4月1日現在

3歳未満のお子さんを対象に月・水・金

9:45〜12:45（3時間） 1,500円で 1日につ

き2人までお預かりしています

0歳～3歳未満

0歳～3歳未満

0歳～就学前

0歳～就学前 日曜、祝日は
基本的に定休日です。

預かりっこdeハロウィン衣装づくり
日時：１０月１日(火)・８日(火) １０：００～１２：００ 全２回

対象：衣装を作りたい０歳から３歳児の保護者８組

（託児はお互いにお子さんを預かり合います）

費用：会員500円・会員外700円(全２回分）＋材料費400円
申し込み：９月２日（月）開始 申込みフォームはコチラ↓

プール遊びは終了しました

が、暑い日は『たらい』を自由

に使って水遊びができます！



・

ひろばではちょっと話しづらいこと、子育てのことや

ご家族のこと、どんなお話でも大丈夫です。

気になることがあったら、お話に来てください。

話すだけですっきりすることも多いですよ！

お子さん連れでもOKです。無料。

●毎週火曜日 10：00～12：00

●予約制 （電話相談も可能です）

03-5228-4377 （木・日・祝定休）

（受付時間：10：00～16：00）

ネット予約できます
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2000
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「赤ちゃんをあやす」・・・あやすって何？
泣いている赤ちゃんやぐずり出した赤ちゃんに、「あら〜どうしたの？」と抱っこして、軽く揺りながら「○○ちゃ〜ん」

とリズムをつけて呼んでみたり、口や舌を使って音を出してみたりしながら、赤ちゃんのご機嫌をとる行動を「あやす」

と言っていました。ずっとそう聞いていたし、なんの疑いもなく使っていました。最近同じような行動をとる方でそのこと

を「遊ぶ」と表現する方もいらして、「そうか〜遊んでるのか〜」と思ったりしていました。ふと気になって、漢字を調べ

ると「あやす」に該当する漢字はありません。（違う意味のあやすにはあります）ネット情報ですが、「愛す」の音が変化

して「あやす」になったとか・・・。

真偽はわかりません。が、ぐずった赤ちゃんと一緒に「遊ぶ」より「あやし」（愛し）たいな〜と思いました。

みんなでぐずった赤ちゃんを、「あやし」（愛し）ませんか？スタッフには「あやし」上手がたくさんいます。

ぜひ一緒にあやしましょう！！

『ぺんぎんたいそう』
さく 齋藤槙（さいとうまき）

0,1,2えほんシリーズ 福音館書店

「ぺんぎんたいそう はじめるよ」の号令に合わせてペンギン

の親子が次々と体操を始めます。

腕をふったり、足をあげたり、おしりを振ったりと、ペンギン

のしぐさがとても可愛くて微笑ましさ満点。

絵の背景に使用されてるビタミンカラーの黄色も元気を盛りた

ててくれます。読んでるうちについつい一緒に

親子で体操始めちゃいますよ♪

絵本カフェで、これまで数回読んでいますが、

必ず『もいっかい！』の

リクエストがくる絵本です。

9

9 11 ( )

2才以下の乳幼児にむけたわらべうたの講座です。

時間：①１０：３０～１１：００ １･２歳児と保護者対象

②１１：１５～１１：４５ ０歳児と保護者対象

会 場 ： ゆったりーの フリールーム

参加費 ： 無料 各１２組まで

（終了後、ひろばの利用には一日会員１人100円がかかりま

す）

企画・運営 ： (特)あそびと文化のＮＰＯ 新宿子ども劇場

協 力 ： NPO法人ゆったりーの

講 師 ： 大沢 愛（表現教育家）

＜お問合せ・申込み＞

1ヵ月前よりフォームにて。

またはＮＰＯ法人ゆったりーのまでお電話で。

9 28 ( )

時間：10：00～16：00

ゆったりーのは『的当て』を担当します

他には無料の健康測定や各種ゲーム

野菜やパンの販売etc.

10 5 ( )
現役子育て中の「パパＦＰ」による、

リアルな体験と最新情報を分かりやす

くお伝えする人気のセミナーです！！

個別ライフプラン相談会も開催します。

10 15 de
時間：10：15～11：45

発達に関する無料相談。最大5組のグループトーク。

申込は新宿区発達支援あいあい（☎03-3232-0679）


