
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
7・21日 21日・28日 予約相談 お休み

布絵本×編み物部 ねぞうアート 12:30開館 BP

×ミシン部 13:30～15:00 ちょこっと ちょこっと

10:30～12:30 6 7 8 9 10 11 12
お休み 予約相談 お休み

12:30開館 BP

ちょこっと ちょこっと ちょこっと

13 14 15 16 17 18 19
お休み お休み 予約相談 お休み

12:30開館 BP

29日 ちょこっと ちょこっと

8日 ベビーマッサージ 20 21 22 23 24 25 26
預かり登録説明会 10:30～12:00　 お休み お休み

13:30～　予約不要 13:30～15:00　 お休み BP

ちょこっと ちょこっと ちょこっと

15日 27 28 29 30 31
ベビママタイム お休み 予約相談 お休み

13:30～14:30　 12:30開館

←今月は助産師さんが来ます！ ちょこっと ちょこっと

23日 10月30日・11月13日

おもちゃ病院 11月27日・12月11日
10:00～14:00　 兄弟サークル（全4回）

1つ100円 13:30～14：30　

対象：2019年度

未就学児の

兄弟姉妹とママ

2日・9日・16日・23日 定員：6組

BPプログラム（全４回）

2～5か月のママ向け

5日 　12日

絵本カフェ

10:30～11:30 PM

  

  

　4日 18日  

中村さんの 19日 26日

11:00～11:30 一汁二菜 折り紙タイム 大学生と遊ぼう
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マークは

予約が必

要です

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

ひろば定休日

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。

メリーさんのお話会

日時：10月15日（火）10:15～11:45
定員：5名程度 参加費：無料

申込：新宿区子ども総合センター

「あいあい」坂井・三村さんまで

（☎03-3232-0679）

り～のdeおしゃべり

「あいあい」出張ひろば

仕事とお金の話



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「ねぞうアートでベストショット」 
季節の行事や風物詩をバックに赤ちゃんの可愛い写真を撮る「ねぞうアート」が毎月大人気ですが、参加したことありますか？ 

参加してみて、「え？何で笑ってくれないの？」と、ちょっとがっかりしたり、「笑って～、ニッコリ！」と声かけしてみた経験ありま

せんか？ 

でも大丈夫‼実はほとんどの赤ちゃんが笑っていないんですよ～。参加するお子さんは動き回

る前の月齢の赤ちゃんが多いと思いますが、そのくらいの頃はまだ感情と表情が直結している

ので、自分で表情を作ることがまだまだ難しいのだと思います。 

何だか知らない所に寝かされ、大好きなママが目の前から遠ざかってしまうので、赤ちゃんは不

安になって表情が固まったり泣き出したりしてしまうのです。でも、そんな一コマも大切な思い

出です。泣いていても可愛いのは赤ちゃんの特権♡ 

どんな表情でも愛らしく、かけがえのない一瞬なので笑顔じゃなくてもどんどんシャッターを

押して、あなただけのスクラップブックを作ってみてね！きっと、全てがベストショットのは

ず。 

大きくなって見直した時、大泣きの写真がお茶の間の笑いと話題をさらうことでしょう。 

 

2回連続託児付き講座  

豊かな知性を育む子育て 
～これだけ知ればイヤイヤ期も怖くない～ 

子どもの育ちと脳の関係を知れば、イヤイヤ期の行動も納

得！ 親としての関わり方、イヤイヤ期を乗り越えるヒント

など、保育園の園長としての経験も交え分かりやすいおスス

メの講座です。 

【日 時】 11月 7日（木）10：30～12：30 

       11月 21日（木）10：30～12：30 

                    （いずれも 10:10受付開始） 

【会 場】 ゆったりーの フリールーム 

【講 師】 佐藤佳代子先生 

【対 象】 １～３歳のお子さんを持つ保護者やご家族（ゆっ

たりーの正会員優先）・子育て支援の仕事に従事

する方 

【定 員】 34名(詳細は QRで詳細参照)  

【参加費】 無料 

【託 児】 あり ゆったりーの会員無料  

（会員外 2回で 1000円) 先着順 

 

11日 6日（水） 
保育園入園前に聞いておきたい 
仕事と子育てを両立する！ 
整理整頓術  

時間：11:00～12:00 

定員: 10組（お子さん連れの方は一緒にどうぞ） 

参加費：３00円   申し込み：フォームより受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 21日(月) 
子育てつらい！と感じているママ・パパ集まれ  

＠ほっこりカフェ 
時間：10：３0～1２：00 

場所：中町地域交流館（新宿区中町 25） 

対象：3歳前後のお子さんをお持ちのお母さんお父さん 

費用：お茶菓子代 200円 

定員：10名 ※申込多数の場合は抽選 

（託児 8名まで）託児は無料（事前申込必要） 

申込・主催：一般社団法人くらしサポートウィズ  

03-6205-6719 

後援：生活協同組合パルシステム東京 パルシステム生活協同組合連合会 

    ワーカーズコープ東京中央事業本部  

協力：NPO法人ゆったりーの 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 １０・11月のイベントのお知ら

せ 

 

りーののへや（予約相談） 

～相談スタッフと、ゆっくり話してみませんか？～ 

 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（1人 1時間） 
  ●予約制 （電話相談も可能です） 
  03-5228-4377 （木・日・祝定休） 

  
ひろばだより 

 

 


