
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。

２０２０年

   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～

6月の利用について 日 月 火 水 木 金 土

※新型コロナウィルスの感染状況により、変更することがあります 0.1歳
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◆日によって予約できる年齢を分けています。 企画

詳細はHPでご確認ください。 7 8 9 10 11 12 13
◆午前午後どちらかの時間帯のみ　申込可 お休み 予約 予約相談 予約 お休み 予約 予約

10:00～12：00　 13:00～15：00　 ↑最新情報はこちら ひろば オンライン ひろば ひろば ひろば

　　（受付・片づけを含むので滞在は約1時間半程度） 企画

◆申し込みはお電話で(1組につき1週間に1回以内） 14 15 16 17 18 19 20
（他のお申し込み方法希望の方はご相談ください） お休み 予約 予約相談 予約 お休み 予約 予約

◆翌日の予約のみ　前営業日14時より受付　 ひろば オンライン ひろば ひろば ひろば

◆兄弟姉妹のご利用：上のお子さんの年齢に合わせてください。 企画
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◆予約ひろばは新宿区民の方を優先しての予約となります。

◆当日は空きがある場合は10：0０～追加を受付けます

  

  

 

お休みお休み
予約・

オンライン

6月1日（月）より ゆったりーのの「予約ひろば」が始まりました。

今までのひろばより限定的ではありますが、まずは第一段階。

新型コロナウィルス感染の状況に合わせて、広げていけたらと

考えています。

今までたくさん遊びに来てくださっていた方、お待たせしまし

た！ はじめて遊びに来る方、はじめまして！

一時預かり「ちょこっと」は、
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予約ひろばの申し込み方法

NPO法人ゆったり～のは「親と子と地域の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～」のキャッチフレーズ

のもと、皆さんの出資金（会費制）で運営しています。

入会金500円（家族ごと）はどちらも同じですが、会員には、3種類あります。

【活動会員】は4月-9月の上期と10月-3月の下期で半年会費1000円です。

※2020年度上期に限り、活動会費通常1000円のところ500円といたします。

【運営会員】は、ゆったり～のの運営や企画に一緒に参加していただけます。1

年会費で2000円です。

ひとり1日100円の【1日会員】もあります。

会員になると、お子さん（兄弟姉妹）・ママ・パパ・おじいちゃん・おばあちゃ

ん等登録したご家族は、半年間何回でも何人でも利用可能です。

リユース品は一般の方の半額で買えるほか、会員限定や会員優先の企画もありま

す。「会員」のご家族にはいち早く情報をメルマガでお届けしております。

この機会にぜひゆったり～の会員になりませんか？

会員の更新のお願い

予約は土曜

14：00～

オンライン企画
ベビーマッサージ・

ママ交流会など

各種企画を開催中！

現在

休止中

予約は火曜

14：00～
予約は水曜

14：00～

予約は金曜

14：00～



 

 
                 
 
 

  
   
   

 
     500   
   1000  4 9 10 3  
   2000       

 
  100  

 

6 月 1 日より ゆったりーの は「新しい生活様式」でお待ちして

います。皆さんに安心して来ていただけるよう、下記内容にご協

力のほど、よろしくお願いします。 

※今後の国・東京都の方針や地域の感染状況等を踏まえ、ご協

力いただく内容を急遽変更する場合がございます。ご了承くだ

さい。 

※ご協力いただけない時は感染拡大防止の観点からご利用をお

断りさせていただきます。 

 

〇三密を避けるため・・・ 

・ 当面の間、予約・入れ替え制のひろばとなります 

・ 常に換気をしています。 

※熱中症対策・寒さ対策の準備をお願いします 

・ 大人はマスクの着用をお願いします。２歳以上のお子さんは可

能な限りマスクの着用をお願いします。 

（お持ちでない方へのマスク販売もあり） 

・ 入場制限 すぐに入場できない場合がございます。サイトやお

電話などでご確認ください 

 

〇入館時・・・ 

・ 入館時に検温・手指消毒をしていただきます！ 大人、子ども 

37.5 度以上の場合は入館できません。自宅で検温してからの

来館をお願いします 

・ 入館後、すぐに手洗い場にて手を洗っていただきます：せっけ

んで手を洗い、再度手指消毒をお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
〇入館中の過ごし方について・・・ 

・ 食事やおやつは出来ません。授乳（ミルク）や水分補給はどうぞ。

お湯はご持参ください。麦茶のみ提供可能です。 

・ SD（ソーシャルディスタンス）のご配慮をお願いします。お子さ

んは自由に動きまわりたい！ですよね。なるべく制さず済むよ

う、大人の配慮で SDを守りながら遊ぶ環境を提供したいと考

えています。ご協力のほどよろしくお願いします。（密接時はお

声掛けさせていただきます） 

・ おもちゃ等遊具は消毒などで使えないものもあります。各自が

使えるおもちゃは限定的になります。 

使用後は返却場所へお返しください。 

・ おもちゃが少ないため、予約ひろばではご自宅から持参するこ

とも可能としますが、他のお子さんには貸さないようにお願い

します。 

・ 床・ベッド・バウンサーなどに赤ちゃんを寝かせる場合は、下に

敷くバスタオルなどをご持参ください。 

（バスタオルなどの貸出しは休止しています。） 

・ おむつ替えコーナー 消毒しますので、使用後はスタッフまでお

声がけください。 

・ お支払い 現金支払いのみとなっております。申し訳ございま

せんが、現金のご用意をお願いいたします。 

 

最後に・・・ 

体調が悪い時（発熱以外の症状も：咳・倦怠感・味覚異常等）は来

館をお控え下さいますようお願いします。またご本人だけでなく、

同居されるご家族の体調不良の際も同様にお願いします。 

 
 
 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。 
 来館せずに、電話相談・LINEビデオ通話相談でも 
相談できます。まずは連絡してみてください。 

   

●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） 

  

 

当面の間、ゆったりーのにお越しのときは・・・

は・・・は・・・ 

リユースコーナーについて 

 
リユースコーナーは、当面の間、いつもの場所では見る

ことはできません。 

問合せの多い「入学・入園グッズ・マスク」などはかごに

いれてありますので、入り（外）で見ていただけるよう

準備をしました。 

ただし、予約ひろばの入れ替えの時間帯や相談などの

対応中はお出しできない場合もございます。  

 

 

2020 年 

上期のみ 

500 円 


