
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
6日・20日 20日・27日 お休み お休み お休み お休み

布絵本×編み物部 ねぞうアート

×ミシン部 13:30～15:00

10:30～12:30 5 6 7 8 9 10 11
お休み 予約相談 お休み みちあそび

12:30開館

ちょこっと ちょこっと ちょこっと

12 13 14 15 16 17 18
お休み お休み 予約相談 お休み

12:30開館 17：00マデ

21日 ちょこっと ちょこっと

14日 あずかりっこ 19 20 21 22 23 24 25
預かり登録説明会 手作り鬼のパンツ お休み 予約相談 お休み おもちつき

13:30～　予約不要 9:30～12:30　 12:30開館

ちょこっと あずかりっこ ちょこっと ちょこっと

21日 28日 26 27 28 29 30 31 2/1
ベビママタイム ベビーマッサージ お休み 予約相談 お休み

13:30～14:30　 10:30～12:00　 12:30開館

13:30～15:00　 ちょこっと ちょこっと ちょこっと

22日
おもちゃ病院

10:00～14:00　

1つ100円

11日 18日

折り紙タイム 大学生と遊ぼう

　17日

お試しで17：00

までOPEN！   

  

24日 5日 　12日

中村さんの一汁二菜 仕事とお金の話 絵本カフェ

10:30～11:30 PM

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

おもちつき
１月２５日（土）

10:30～つき始め
11:30 頃～食べ始め

12：30 終了予定

予約：不要ですが、お餅なくなり次第終了

参加費：無料

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

２０２０年

日曜、祝日は
基本的に定休日
です。

今月は助産師

さんが来ます！

みんなでみちあそび
１月１１日（土） ※雨天時は18日に延期

13:00～15：00
ゆったりーの前の道路を歩行者天国に

して、ちびっこ～大人まであそべるよ。

予約不要。飛び入り参加大歓迎！

参加費:：無料



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

手づくり！鬼のパンツ 
１月２1日(火)9:50～12：30 
節分にむけて、子どもの鬼の衣装を手づくり！ 

0～３歳のお子さん向けの鬼のパンツと角を作成します。 

初心者の方でも大丈夫、上級者の方向けのオプショ

ンもあり。ママ手づくりの鬼のパンツで節分を楽しみ

ましょう。申込や詳細はゆったりーのサイトにてご確

認ください！ 

 
 

 

「ことばあそびうた」 
谷川俊太郎 詩  瀬川康男 絵 

福音館書店 

 

この本は息子が３歳になる頃、友人からプ

レゼントされました。自分で絵本を選ぶと

どうしても好みの絵や息子の興味のあり

そうなものを選びがちでした。 

一見すると大人向けのような地味なこの本は、なかなか自分か

ら手にしないようなものでした。しかし、本を開いてみるとなん

と懐かしい！子どもの頃、口ずさんだことのあるうたがたくさ

ん載っていました。就寝前、息子に読むとすぐに気に入りました。

言葉のリズムを楽しんだり、真似して言ってみたり、聞きなれな

い言葉を尋ねてきたり。少しひらがなが読めるようになると指

で字を追いながら「かっぱかっぱらった…」と夢中でした。 

そして、いつの間にか親子で声を揃えて読んでいました。 

寝るどころではなくなってしまう少し危険？な一冊です。 

（スタッフ T） 
 

 

 

 

 

 

 

手づくり！入園グッズ 
２月 20日（木） 9：50～12：30 
入園グッズとして『ループ付きタオル』のセットと『ネ

ームタグ』を手づくりします。幼稚園・保育園入園後

に大活躍間違いなし！ 

お子さんのお気に入りの布や素材を使って世界に

一つだけの入園グッズをちょこっとだけ作ってみま

せんか？詳細は近日中にゆったりーのサイトにてご

案内予定です！  

 

 

 

2020 年２月 16 日(日)箪笥区民ホールで「しんじゅく・キッズ 

・ミュージアム」が開催されます。これは新宿区で活躍している

子どもたちの文化祭で歌やダンスなどの発表の場。子ども実行

委員とそれを支える大人たちとで一緒に創り上げるステージで、

今度で 18 回目となります。 

 

このステージにゆったりーのも毎年参加しています。 

今年度のゆったりーのの演目は「パプリカ」。 

一緒にステージに立ってくれる親子を現在募集中！ 

上手に踊れなくても大丈夫。でも自由に踊るのは大人にはちょ

っと難しいので、みんなで踊れるように振付を考えたり、ステー

ジ衣裳や小道具を作ったり、いつものひろばで曲をかけながら

当日を迎えたいと考えています。 

 

親子でステージに上るなんて、なかなかできない経験ですよね。

お兄さんやお姉さんたちが一生懸命練習した発表、世界で活躍

する影絵劇団「かかし座」のパフォーマンス、生のステージを間

近でみることも、子どもたちに新たな世界を広げてくれます。 

 

いざ本番、せっかく練習した

のにステージに上がれなか

ったり、今まで一度も踊らな

かった子が突然ステージで

踊り出したり…何が起きる

か予測不能！？ 

そんなハプニングも成長

の 1 シーン、親子で「しん

じゅく・キッズ・ミュージ

アム」を楽しみましょう！ 

 

 

 

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） 

  

2 月 16 日(日) しんじゅく・キッズ・ミュージアム 

 

昨年のステージの様子 

1・２月のあずかりっこのお知らせ 

スタッフのおすすめ絵本紹介 


