
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

年齢制限
あり

年齢制限
あり

年齢制限
あり

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

1 2 3 4 5
予約相談 予約ひろば お休み 予約ひろば 予約ひろば

6 7 8 9 10 11 12
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

※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 託児説明会

13 14 15 16 17 18 19
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

◆日によって予約できる年齢を分けています。 離乳食講座

詳細はHPでご確認ください。 20 21 22 23 24 25 26
◆午前午後どちらかの時間帯のみ　申込可 お休み お休み お休み 予約ひろば お休み 予約ひろば 予約ひろば

PM助産師

　　（受付・片づけを含むので滞在は約1時間半程度） さんいます

◆申し込みはお電話で 27 28 29 30
（他のお申し込み方法希望の方はご相談ください） 日曜 予約ひろば 予約相談 予約ひろば

◆翌日の予約のみ　前日14時より受付（休館の場合は前々日）　 OPEN

◆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。

◆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

10:00～12：00  13:00～15：00

現在、「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。

ｃ

月曜・金曜日：0歳1歳限定

水曜日：3歳未満

預かり時間：9：45-12：15（2時間30分）

金額：1,500円/1回

利用するためには、会員かつ、登録説明会への参加

が必要です。（毎月第２火曜日の予定）

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

9月の予約ひろばの申し込み方法

予約は土曜
日曜OPEN

９月27日(日)

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。

9月から「ちょこっと

預かり」が本格再開！
※コロナ対応のため、内容に若

干変更があります。

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。

9/8より

下期更

新

ｃ

暑い日はタライで水遊びも随時できま

す。

夏のゆったりーののお庭は蚊が多いか

２０２０年



2020年度９月  

ＮＰＯ法人ゆったりーの 

2020年下期（10～3月分） 

会員更新は 

9月 8日(火)～ 
前倒しして更新手続きができます 
 

 

ゆったりーのは、関わるすべての人が「会員」となり、全

員がアイディア・労力・資金などを出し合う「会員制」で

運営しています。 

一方的なサービス提供の場でなく、みんなでつくる場で

あること、長い時間をかけて循環することを大切にして

います。当法人の趣旨に賛同して会員になって利用して

いただけたら幸いです。  

                 家族単位です 

入会金：500 円          

 活動会費：1000 円（10～3 月分） 

 （※賛助会員、運営会員、1 日会員もあります） 

 
新規入会、会員更新してくださ

った方には一時預かり「ちょこ

っと」の利用や、本の貸出、会

員に優先してお得な情報をお知

らせする「会員限定メルマガ」

の配信、リユースコーナーの会

員割引など特典があります。 

 

一時預かり「ちょこっと」 

利用希望の方対象 

預かり登録説明会 
 

9 月から再開した一時預かり「ちょこっと」を利用する

には、会員であることと、登録説明会に参加が必要です。  

毎月第２火曜日に開催していますが、当面はオンライン

で開催します。 

 

日 時：2020 年９月８日(火)13:30～14:30 

方  法：Zoom等を使ったオンライン説明会 

定 員：12 組（先着順） 参加費：無料 

ご家庭でお子さんとご一緒に参加いただけます。   

 

助産師さんのいる 

予約ひろば （お試し企画） 
 

予約ひろばに助産師さんが来ます 

抱っこやおんぶのしかた、産後や育児のちょっとした

疑問などいろいろ聞いちゃおう～♪ 

日  時 ： 9月２３日(水) 13：00～15：00 

 

予約ひろばの申込みは赤ちゃんルームは 3 日前、ひろば

は前日の予約です。通常水曜は 2 歳以上の予約日ですが、

この日はどなたでも予約できます。 

 

 離乳食に悩めるママ・パパ対象 

 オンライン 

離乳食座談会 

 

ひろばでも質問の多い、「離乳食」について 

現役・保育ママでゆったりーの

スタッフでもある田口さんを囲

んで Online 上で、皆さんでお話

ししてみませんか？ 

 

 

日  時 ： 9月 19日(土)  

10：00〜10：45 

 （9：55より ZOOM OPEN）  

方  法 ：Zoom等を使ったオンライン座談会 

対  象 ：離乳食を始める人、いま離乳食時期の人  

定  員 ：各 7組  

参加費 ：会員無料  

申込み ：2 週間前の  

10:00～フォームで受付    

 
 

 

定期企画お休みのお知らせ 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

9 月以降は各種定期企画がお休みです。 
 

おもちゃ病院 
 はしばらく休みです                               

  

新宿リサイクル活動センター、西早稲田リサイクル

活動センターのおもちゃ病院は再開していますの

で、そちらにお問い合わせください。 

 
 

ねぞうアート 
はしばらくお休みです 

 

予約ひろばに遊びに来た方には

「お座りアート」として、親子で

写真が撮れる背景のコーナーを

作りました。 

ぜひ、こちらを活用ください。 

 

ＮＰＯ法人ゆったりーの 

2020年下期（10～3月分） 

会員更新は 

9月 8日(火)～ 
前倒しして更新手続きができます 
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