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10/2(金)～10/10(土)
ぶりっじ＠roka10周年WEEK

9/26（土）～10/４（日）
「とうきょうプレイデー」 WEEK

＃プレイデー2020

休

助産師相談

【5組】

10：15～1１：３０

子連れでサルサ

語りかけ講座

10:00～11:0０

【5組】

おはなし会
11：00～1１：３０

【5組】

（集会室）

※10:00～ひろば
ご利用いただけま
す。

10月のひろば開室状況 10月のプログラム・イベント

＜分散来室＞ 【各回5組 (土曜3組）】

消毒、換気、手洗い、検温などを行い、安心して過ごすことができるようにしています。

OPEN時間 ① 午前 10:00～11:30 ② 午後 13:00～14:30
予約方法 https://airrsv.net/bridge-roka/calendarより予約申し込み
予約回数 10/2～10(10周年お祝いWEEK)：１回

10/12～30：２回

＜ハッピーセパレーション＞ 理由を問わない一時預かりです。

利用可能時間 平日10:00～15:00 の間で 2時間～最大4時間
利用可能日 ひろばにお問合せ下さい。空き状況をご案内します。
予約方法 電話 03-3309-8115 申し込み (平日10:00～15:00)
利用料金 2時間1500円以後1時間毎に1000円（「せたがや子育て利用券」可）

※事前登録（500円）が必要となります。お気軽にスタッフへお声かけ下さい。
※たくさんの方にご利用いただくために月2回までのご利用にご協力ください。
※預け場所にお困りの際はご相談ください。

11月予定 11/2(月)～13(金) ※11/5(木)休み 11/16(月)～30(月) 各1回

10周年WEEK

助産師大坪三保子さんに赤ちゃんのこと産前産後のからだのことなど気軽に聞
けます！ 対象：妊婦さん～生後1歳前後の子と保護者 【無料・左QRより予約】

元利用者ママERIKOさんとサルサ！くびれを作ろう！
対象：利用者さん誰でも！ 【無料・左QRより予約】

世田谷おはなしネットワークのみなさんによる楽しいお話し会です。
対象：0123歳の子と保護者 【無料・左QRより予約】

木津陽子さんから「遠野のわらべうた」による伝承の子育てを教えてもらおう。
対象：妊婦さん～6カ月前後の子と保護者 【500円※2・左QRより予約】

理学療法士 中原規予さんとからだの発達についてみんなで考えます。
対象：妊婦さん～1歳前後の子と保護者 【500円※2・左QRより予約】

臨床心理士 久野美智子さんと個別にお話ができます。
対象：保護者 【無料・電話予約】

療育に通うお子さんの保護者のみなさんのんびりおしゃべりしましょう。
対象：こどもと保護者 【無料・電話予約】

助産師相談

子連れでサルサ

おはなし会

語りかけ講座

赤ちゃんのふしぎ

ゆるり
ハートタイム

のんびりゆったり

※2「せたがや子育て利用券」可
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バザーWEEK～11/2 冬物事前に集めます！
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ひろばの様子

６月から始まった分散来室。組数限定で予約
制。今までは、いつでも何時間でもだったの
でさみしい気持ちも…。
でも、ぶりっじに来てくれる親子は、のんび
りくつろいだり、おもちゃの取り合いもゆっ
たり見守ったり、はじめての親子にニコニコ
話しかけてくれる母がいたり…。
状況が変わっても、ぶりっじのあったかい
ゆったりとした雰囲気は、みんなの手でつく
られています！！(吉マ)

ハピセパの様子

ぶりっじの一時預かりは、ひろば内にて過ご
します。他のお子さんやパパママも一緒に過
ごし、時には初めての預かりで涙している子
にも「大丈夫だよ」とやさしく声もかけてく
れます。
スタッフもお子さんの気持ちに寄り添いなが
ら関わるようにしています。
今日もどんなお子さんたちの表情が見られる
かな、何してあそうぼうかな～。担当スタッ
フは楽しみにしています。(市)

ごあいさつ

１０周年を記念し、毎月のカレンダーを刷新しました。今回はその特別号としてぶりっじ＠roka
の生みの親であり、運営母体であるNPO法人子育てネット代表 松田妙子からのメッセージです。
…………………………………………………………………………………………………
NPO法人せたがや子育てネットが芦花公園団地にぶりっじ＠rokaを開設したのは2010年の春でした。
三年半の下北沢でのコミュニティカフェぶりっじを終了し、南烏山で活動を開始したのです。
当時は区の補助金もなく、スタッフはボランティア、利用者からも運営スタッフを募り、ゼロか
らつくりあげてきました。来ている人たちが中心になって場をつくりあげていく、地域で子ども
を共に育てていく「共同養育」の考えは、世田谷区のおでかけひろばになった今も変わっていま
せん。支援する/される固定された関係を超えた場にしたいと思います。
また、ぶりっじは地域のみなさんにたくさん支えていただき今があります。
これからも、このまちの子どもたちのために一緒に何ができるか、考え続けていきましょう。
どうぞよろしくお願いします！！！

ぶりっじ＠roka
東京都世田谷区南烏山2-30
UR 芦花公園団地11号棟1F

Tel 03-3309-8115
roka@setagaya‐kosodate.net
https://www.setagaya-kosodate.net/hiroba/bridge/

0123歳の子どもと保護者
プレママ・プレパパ
地域の方 など

スタッフより

ぶりっじスタッフの吉川です。いつもぶりっじでは、親子のみなさんにパワーをいただいていま
す。みなさんは緊急事態宣言がでて、自粛生活となった頃、どのように過ごしていましたか？私
は夫と小５、中１の息子と突然の近い距離での生活にとまどってしまいました！散歩や麻雀でな
んとかのりきりました(^^)。６月にぶりっじが再開した時に～自粛生活どう過ごしてた？～とみ
んなでおしゃべりしました。（ぶりっじにまとめたものが貼ってあります♪）みんなその時を一
生懸命生きてきたんだなぁと胸が熱くなりました。この先、文句やぐちも言い合いながら、やっ
ぱり人とのつながりを大切にして生きていけたらなぁと思います。(吉マ)

■■■烏山地域子育て支援コーディネーターのいるところ■■■
地域子育て支援コーディネーターは妊婦さん、乳幼児さんのご家庭のちょっと困ったを一緒に考えます。

普段は芦花公園駅近くの『おでかけひろばぶりっじ＠roka』にいます。
10月は下記の場所でも会えますよ♪

10月の予定
9日(金) 11:45～12:15
＠ぐみの木ひろば（上北沢こぐま保育園内）

12日(月) 10:00～11:30
＠ぷちぶりっじ北烏山エリア（北烏山地区会館）

14日(水) 13:30～15:00
＠ぶらんこ粕谷
15日(木) 10:30～11:30
＠おひさまひろば（祖師谷保育園内）

22日(木) 12:30～14:00
＠ぽっぽちゃんひろば（福音寮内）

27日(火) 10:30～12:00
＠コミュニティカフェななつのこ

《コーディネーターより》
プレーリヤカーってご存知ですか？
遊び道具を積んだリヤカーが公園に来ます、
だから手ぶらで遊びに行けちゃう、
子育て中の親子と出会えちゃう、
スタッフがいるので初めてでも安心！
烏山地域では4公園で実施しています。
さあカレンダーに実施日を書いておこう。
詳しくは「プレーリヤカー 世田谷」で検索してね！

相談はメールや電話でもできます
📞 070-6478-8895
✉ shien-karasuyama@setagaya-kosodate.net

ぶりっじ＠roka１０周年ＷＥＥＫ

期間：10/2(金)～10/10(土)

□メッセージ（ぶりっじ＠rokaへの想いなど）
を集めて花束を作ります。
□今までの活動を写真で紹介 など
□10周年記念イベント

10/9(金) ①10:30～11:10 ③13:30～14:10
②11:00～11:40 ④14:00～14:40

晴天時は屋外、雨天時はひろば内で小さなお祭
りをします。【各回5組・要予約・無料】

「とうきょうプレイデー」ＷＥＥＫ

期間：9/26(土)～10/4((日)

Instagram：#プレイデー２０２０

都内各所で「あそび」を推進する取組みにぶりっ
じ＠rokaも参加しています。
ぶりっじは外あそび強化週間！UR敷地内などをた
くさんお散歩したいと思います。
そして小枝を集めます。さぁ、小枝は何に変身す
るでしょう？

＜今月の特別プログラム＞

芦花公園駅より徒歩3分 千歳烏山駅から徒歩9分

プレパパママ企画

日時：10/10(土) 13:00～14:30 ひろば内

赤ちゃんを迎える生活を思い描きながら、一緒
に楽しい時間を過ごしましょう。
対象：はじめての出産を控えた方とそのご家族
（お1人様でも是非！）【5組・要予約・無料】

バザーウィーク

期間：10/26(月)～11/2(月)

冬物事前に集めます！ご協力ください！

https://www.setagaya-kosodate.net/hiroba/bridge/

