
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～

７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
予約可

2歳
予約可

3歳以上
予約可

年齢問わ
ず予約可

午前
１０：００～
１２：００

午前
１０：００～
１２：００

午前
１０：００～
１２：００

午前
１０：００～
１２：００

午後
１３：００～
１５：００

午後
１３：００～
１５：００

午後
１３：００～
１５：００

午後
１３：００～
１５：００

◆日によって予約できる年齢を分けています。 1 2 3 4
詳細はHPでご確認ください。 予約ひろば お休み 予約ひろば 予約ひろば

◆午前午後どちらかの時間帯のみ　申込可 オンライン

↑最新情報はこちら 座談会

　　（受付・片づけを含むので滞在は約1時間半程度） 5 6 7 8 9 10 11
◆申し込みはお電話で お休み 予約ひろば 予約相談 予約ひろば お休み 予約ひろば 予約ひろば

（他のお申し込み方法希望の方はご相談ください） オンライン

◆翌日の予約のみ　前営業日14時より受付　 ﾍﾞﾋﾞﾏﾏﾀｲﾑ

◆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。 12 13 14 15 16 17 18
お休み 予約ひろば 予約相談 予約ひろば お休み 予約ひろば 予約ひろば

オンライン オンライン

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ

19 20 21 22 23 24 25
日曜 予約ひろば 予約相談 予約ひろば お休み お休み 予約ひろば

OPEN オンライン

ﾍﾞﾋﾞﾏﾏﾀｲﾑ お金の話

26 27 28 29 30 31
◆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。 お休み 予約ひろば 予約相談 予約ひろば お休み 予約ひろば

◆当日は空きがある場合は10：0０～追加を受付けます 寝相アート

（予約制）

  

  

 

お休みお休み
予約・

オンライン

10:00～12：00　 13:00～15：00　

6月1日（月）より 「予約制」でひろばを開放しています。

徐々に、年齢制限や利用できる人数を広げていく予定です。

最新情報は、ホームページにてご確認ください。

一時預かり「ちょこっと」は、

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

予約ひろばの申し込み方法

予約は土曜

オンライン企画

ベビーマッサージ・

座談会など

各種企画を開催中！

現在

休止中

予約は火曜 予約は水曜 予約は金曜

とは・・・

●ゆったりーのは区民と区との協働事業として、
地域の子育て当事者が主体となり、利用者全員が
アイディアと資金を出し合う「会員制」で運営しています。

●ゆったりーのを利用される際は会員登録をお願いします。
会費（世帯ごと） 入会金： 500円
活動会員会費：1000円（4月～9月、10月～3月）
または運営会員年会費：2000円

●登録されていない方が利用する場合は、運営協力金として、
一日会費（１人１回100円）を負担していただきます。

2020年

上期のみ

500円



どなた 
でも 

2020年度 7月  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２２日(水) 13：00～13：40 
※終了後、希望者は個別相談の受付時間を設けております。 

対  象：パパ,ママ,プレママ(お子様もご一緒に！) 

方  法：Zoom等を使ったオンライン形式 

定 員：５名 

参加費：無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

※金融商品の勧誘等は 

ありません          

                                             

 

 

 

ハイハイ前の赤ちゃん対象 

ベビーマッサージ 
 

７月１４日（火） 13：20〜 ママ限定！ 

７月１８日（土） 10：30〜 パパも参加 OK! 
 

定  員：各８組（先着順） ※1家族どちらか 1回のみ 

対  象：おおよそ２ヶ月～1歳半までのお子さん 

講  師：IHTA チャイルドボディセラピスト指定校講師 

  窪川 布美子さん（ゆったりーのスタッフ） 

参加費：無料 

方  法：Zoom等を使ったオンライン形式 

内  容：基本マッサージ 3種 +α 

（その回に応じたリクエスト内容） 

 ※基本マッサージは毎回同じとなります 

 

申込み：7/１～フォームで受付 

 

 

人気企画を予約制で復活！ 

ねぞうアート 
                                     

季節に合わせたテーマ 

（砂浜・夏祭り）に背景 

に赤ちゃんを寝かせて 

（座らせて）写真を撮影 

できます。 

人気企画ですが、新型コ 

ロナウィルス感染防止対 

策のため、予約制で 1組    ↑昨年の様子 

15分ずつ交代で撮影となります。 

 

７月２８日(火) 10：00～11：00 

 (1組１５分で予約) 13：00～15：00 

 

対 象 ：どなたでもOK 

持ち物 ：テーマに合わせた衣装があれば持参ください 

※衣装レンタル希望は別途２00円 

参加費 ：３００円 

※撮影終了後、1時間ひろばで 

遊べます 

申込み： 2週間前 10:００～ 

フォームで受付 

 

 

        

 ６ヵ月未満の赤ちゃんとママが対象 

    ベビママタイム 
 

同じくらいの月齢のママ同士 

おしゃべりしましょう♪ 

現在、オンラインベビママタイムも 

やっていますが、今回は対面での開催！ 

助産師さんが来てくれます。 

日頃の疑問をどんどん聞いちゃおう 

 

日  時 ：7 月 21 日（火）  

① 13：30～14：15 

② 14：00～14：45 
 

方  法 ： 2グループ（①②）に分け、助産師さんは 

各グループ 30分ずつ参加します。 

対  象 ：6か月未満のお子さんとママ 

持ち物 ：バスタオル・動きやすい服装 

定  員 ：各４組 

参加費 ：会員無料 
※会員登録されていない方は 

一日会費として 200円 

（おためし券が使えます） 

 

申込み ：2週間前の 10:００～フォームで受付 

 

 

 

生後 
２ヶ月～ 

1歳半 

産後～ 
６ヶ月 
未満 

現役パパ FP 

(ファイナンシャルプランナー)による 

コロナ対策・ 

緊急ライフプラン相談会 
～コロナ禍で、家計の収入・支出に変化はありませんか？～ 

 

妊娠中 

から 

◆こんな方にオススメです 

・特別定額給付金や持続化給付金のこと、よくわからない 

・保育料の減免について聞きたい 

・年金、健康保険料の減免について詳しく知りたい 

・無理ない「３つの」家計の見直しポイントとは？ 

・iDeCo、NISA、ふるさと納税の徹底活用法！ 

・お子さんの教育資金。どのくらいかかる？どう準備する？ 

ON 

LINE 

ON 

LINE 

７月１９日 日曜 OPEN 

10：00～12：00 13：00～15：00 

予約は不要ですが、密にならないよう人数制限を行います。 

・保育料の減免について聞きたい 


