
つなプロ団体一覧（全体版）

番号
団体名

　※あいうえお順
団体の活動目的及び活動内容

子育て利用券

（Ｒ4.4現在）
活動地域 対象 カテゴリー

HP https://tettohiroba.org/

Blog https://tettohiroba.org/blog

Twitter httpｓ://twitter.com/tettohiroba

Facebook http://www.facebook.com/tettohiroba

Instagram https://www.instagram.com/tettohiroba

HP https://okiraku-yukkuri.amebaownd.com/

LINE https://liff.line.me/1645278921-
kWRPP32q/?accountId=jvb7038r

Facebook https://www.facebook.com/okiraku.gokiraku.hirobaot
ya/

Instagram https://www.instagram.com/okiraku_gokiraku/

HP https://www.kosodate-mamacafe.com/

Facebook https://www.facebook.com/mamacafe.kosodate

4 Ｓｕｎｎｙ

ママとベビーが笑顔になれるよう子育てサロンやおやこベビーマッサー

ジ、ハロウィンパーティーなどのたくさんのイベントを実施しておりま

す。

可 世田谷 誰でも 知る・学ぶ HP http://sunny2017.starfree.jp/

HP https://tokyo.seikatsuclub.coop/activity/care/raise/
burankokyodo.html

Twitter @hiroba_buranko

Instagram hiroba.buranko

6
世田谷子育てサロン

Baby and Me

＜学びと親子撮影会を通じてママと子どもを笑顔にする＞

・ ママ、プレママが知っておくべきお金の知識の発信

・ プロカメラマンによる親子撮影会

否 世田谷 誰でも 相談・支援 なし

7 ひょっこりひろば

仲間作り・子育て相談ができる小児科・産後ケア施設併設のひろばで

す。小児科医の医療講座・プレママパパ講座・多胎児会など乳幼児親子

向けのイベント開催しています。

否 世田谷
０歳～未就学児・プレママ

パパ
ひろば HP http://www.inami-shounika.jp/hyokkori 

Blog https://plaza.rakuten.co.jp/commonsmama/

参加者

(一般の方から

の問い合わせ

先)

commons_mama@yahoo.co.jp

9
ワーカーズ・コレクティブ

子育て応援チームすこっぷ

若林の一軒家で、親子サロン、発達凸凹親のサロン、プレーリヤカー、

家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」、一時保育、出張保育などを

行っています。

可 世田谷 誰でも 元気になる HP http://teamskopp.bambina.jp/index.html

誰でも 元気になる

ホームページ／ブログなど

NPO法人

野沢3丁目遊び場づくりの会

「地域のみんなで子育てしよう！」を合言葉に、おでかけひろばを週5日

開園しています。子どもがいきいきと遊べる場を地域の手でつくりなが

ら、多世代による地域コミュニティの形成をめざしています。

1 否 世田谷 誰でも ひろば

2

3 子育てが楽しくなるママカフェ

2010年に三軒茶屋でスタートしたママカフェは、今や全国30か所以上で

開催。最も大切な親の子育て。イヤイヤ期からの対応の違いで子どもの

成長に大きな違いを生み出します。

否 世田谷

おきらくごきらく広場

妊婦さんや子育て中の親子の方が、おひとりでも足を運びやすい広場で

す。地域情報や子育ての情報交換のできる場所です。お気軽にご活用く

ださいね。

可 世田谷

誰でも 知る・学ぶ

5
生活クラブ

子育て広場ぶらんこ　経堂

乳幼児や妊産婦家庭の交流の場づくりや子育て情報の提供及び子育て講

座・相談を行います。地域の多世代の人たちと共に助け合い、育ってい

ける温かな場をめざします。ひろば内ほっとステイあり

可 世田谷 0～3歳親子、プレパパママ ひろば

8 ママコモンズ

プレママ・プレパパから大学生の母まで、異年齢の子を持つ親同士・地

域のみなさんとの交流を目指します。

近年は子育てサロンを中心に活動していましたが、コロナ禍のため衣料

交換会を年に一回程度開催しています。

否 世田谷 プレ、0歳～小 親子の集まり
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HP https://hiroba-hanegi.hatenablog.com/

Instagram https://www.instagram.com/hiroba_hanegi/

HP https://tokyo2tomonokai.jimdofree.com/

Instagram https://instagram.com/tokyo2tmnkai?igshid=YmMyM
TA2M2Y=

12 ハッピープロジェクト

子育て中の両親・これから親になる方々を対象に、子供にもそれぞれの

個性があるので、その個性を理解し、のばして行く方法を見つけ出す事

を目的にセミナー等を行っています。

否 北沢 誰でも 知る・学ぶ なし

HP http://www.setagaya-kosodate.net

Facebook https://www.facebook.com/olive.okusawa/

Instagram https://www.instagram.com/odekake.hiroba.olive/

Facebook https://www.facebook.com/spoon.fukasawa/

Instagram https://www.instagram.com/odekakehirobaspoon/

HP https://www.setagaya-kosodate.net/hiroba/marble/

Facebook https://www.facebook.com/setamarble/

Instagram https://www.instagram.com/odekake.hiroba.marble/

16 子ども&親子の絵画教室
親子でお絵かきをしながら、子どもの絵と発達の関係について学び、お

絵かきを通したコミュニケーションを楽しむ。月２回ほど実施。
否 玉川

幼～低親子

 小～中
文化・アート HP https://ameblo.jp/tomokomaezawastudio/

Facebook https://www.facebook.com/komazawaohisama/

Instagram https://www.instagram.com/ohisama_komazawa/?hl=
ja

18 たまがわ いち・にい・さん

平日は10時から15時、土曜は12時から17時、プレママ・パパ、主に未就学児のいる家族

等が対象（水日祝休み）。ほっとステイも実施。水曜は玉川2丁目「アトリエにじのは」

を開設。

可 玉川 誰でも ひろば Blog https://blog.goo.ne.jp/tamagawa123

そだてる17 自主保育　駒沢おひさま会 乳幼児が駒沢公園を中心とした野外で子育てをする団体 否 玉川 誰でも

ひろば

15 おでかけひろば　まーぶる

地域で一緒に子育て！未就園児の乳幼児親子やプレママプレパパのため

の居場所です。地域子育て支援コーディネーターへの相談や一時預かり

もできます。

可 玉川 プレ、未就園児親子 ひろば

14 おでかけひろば　すぷーん

0歳～未就園児の子どもとその保護者、プレママ・プレパパの居場所。

ゆっくり過ごしたり、子育て情報の交換をしたり、思い思いの時間を過

ごせる場所です。

可 玉川 誰でも

0～6歳 そだてる

集団生活の第一歩を踏み出す３・４才を対象に、週に一度“自分で考えて

生活する”ことや音楽や美術など、自分でできる喜びと出合う積み重ねが

子どもの自信へと繋がります。親も“ともに”学んでいきます。2022年は

火曜10時開催

否 北沢

3・4才児

他の年代向けの活動も別途

あり

10 自主ようちえんひろば

0歳から就学前の子どもたちと、のびのびとした外遊びを通して育ち合う

場を、羽根木プレーパークを拠点に母親達で運営する自主保育団体で

す。

否 北沢

知る・学ぶ・文

化・アート

13 おでかけひろば　おりーぶ
乳幼児のいるご家族やプレママ・プレパパさんのための居場所です。交

流したり情報交換をしたり、ゆったり過ごせます。
可 玉川

プレママ・プレパパ、0歳

～３歳位のお子さんとその

保護者

ひろば

11
東京第二友の会

３・４才のあつまり「いろは」
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19 なかまちkids

親子体操を通じて、地域の同じ年齢の子を持つ親の交流の場の提供。木

曜日、中町区民集会所等にて実施。１歳後半の月齢のお子様のご入会も

ご相談ください！

否 玉川 2歳～未就学児の親子 親子の集まり なし

HP https://7irohearts.jp

Twitter https://twitter.com/7irohearts

Instagram https://www.instagram.com/7irohearts/

21 美術から子育てを学ぶ会
子育てに関する情報交換・地域の情報交換や、友だち作りなどを目的と

して、工作・お絵かきなどを通して子育て交流会を行う。
否 玉川 誰でも 文化・アート なし

HP https://poreporephoto.net

Facebook https://facebook.com/poreporenonbiri/

Instagram @poreporephoto

Facebook http://www.facebook.com/ultrakids55/

Instagram https://www.instagram.com/ultrakids_ouendan/

LINE

(@104opjmn

)

https://lin.ee/knMOGQj

HP https://kinutama.wixsite.com/website

LINE https://lin.ee/1Lc1KPAUg

Blog https://asobimura.exblog.jp

Instagram https://www.instagram.com/kinutamaasobimura

Facebook https://www.facebook.com/kinutama.asobimura

HP https://yokoito.jp/

Instagram kusu_kusu_inst

HP https://yokoito.jp/

Facebook https://www.facebook.com/odekakehiroba.fukufuku/

Instagram fuku_fuku_insta

HP https://kinutama.wixsite.com/website

LINE https://lin.ee/1Lc1KPAUg

Blog https://www.facebook.com/kinutama.asobimura

Instagram https://www.instagram.com/kinutama_no_uchi

Facebook https://www.facebook.com/kinutama.asobimura

プレ、子、親 ひろば

25

26 おでかけひろばFUKU＊fuku

おでかけひろばクスクス

2020年7月OPEN　「おでかけひろばFUKU＊Fuku」の“姉妹”ひろばで

す。　畳のお部屋でゴロゴロのんびりできます。赤ちゃんと一緒にぜひ

いらしてください。地域での子育てを支援しています。

24 NPO法人　砧・多摩川あそび村

多摩川の自然を生かしたあそび場「きぬたまあそび村」を中心に、子ど

もたちに豊かな自然体験と安心できる居場所づくりを地域の方々と進め

ています。

可 砧 誰でも 元気になる

地域の中で子育てしよう！　季節の移り変わりも味わえるお庭が広い一

軒家で赤ちゃんと一緒にいろいろなことを楽しめるおでかけひろばで

す。地域での子育てを支援しています。

可 砧 誰でも ひろば

ひろば可 砧 誰でも

27 きぬたまの家（うち）

河川敷から徒歩3分のおでかけひろば。一時預かりと地域子育て支援コー

ディネーターの相談も有。小ぢんまりとしたお家と川べりのお散歩、一

緒に楽しみましょう。

可 砧

元気になる

23 ウルトラキッズ応援団
祖師谷周辺地域の子ども達の外遊びを推進するため、多世代の地域住民

が都立祖師谷公園で不定期に冒険遊び場を行っています。
否 砧 0～18歳 元気になる

22 ポレポレフォト

“今”しか見られない子どもの表情を写真に残し、健やかな成長を記録し

ましょう。子どもの自己肯定感をあげる「ほめ写」活動を展開していま

す！

否 玉川 誰でも

20 なないろハート

発達が気になるお子さんと保護者の方の支援。①社会福祉協議会登録

「子育てサロン」未就学児対象②「ママカフェ」あるある話と情報交

換。対面とZoomあり。お子さんの年齢不問。

否 玉川
（1）未就学児親子（2）マ

マ
相談・支援
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28 ごんちゃんとおかたづけ
子育て中の親御さんやプレパパママを対象に、こどものモノとの向き合い方・暮らし方、

またこどもへのかたづけ方法などを伝えていく活動を行っています。
否 砧

誰でもですが、年齢層を

絞ってイベントする場合も

あります

知る・学ぶ HP https://www.instagram.com/gonchan_to_okataduke/

29 産後ママのダイエットサークル

産後の筋力回復、凝りや不調の改善、スタイルアップを目的に４つのポ

イントで妊娠前よりキレイな身体を作ります。区内やオンラインで定期

開催中。

否 砧 ママ（産後2カ月以上） 元気になる Instagram https://www.instagram.com/masako35_dietcoach
blog:s://ameblo.jp/nakamasa52313/

HP https://shokuikucooking.jimdofree.com/

Instagram @shokuikucooking

LINE @hhc7867p

31 ゆったりカフェ

鎌田3丁目「だんらん」で、月1回第４月曜にゆったりカフェを開設。多

世代でランチを作り食卓を囲み、子育て家庭と地域住民との交流の場づ

くりをしています。

否 砧 誰でも 元気になる HP https://blog.goo.ne.jp/waicom

HP https://www.wapsoshigaya.com/

Instagram https://www.instagram.com/wap_soshigaya/

Facebook https://www.facebook.com/work.and.play.soshigaya

Twitter https://twitter.com/Wsoshigaya

33 おでかけひろばぶりっじ＠roka

プレママ、パパと未就園児のお子さんとその保護者の方を対象に、ひろ

ばでのんびり過ごしたり、お外あそびをしたり、リフレッシュプログラ

ムや各種子育て講座への参加など地域の方とも協力しながら一緒に場づ

くりを楽しむ。

可 烏山 プレ、未就園児親子 ひろば HP https://www.setagaya-kosodate.net/hiroba/bridge/

34 おひさまひろば

祖師谷保育園の中にあるおでかけひろば（ほっとステイ有）です。

来てくださった方が、ほっと一息つけるような、そして子どもたちを明るく照らし、温か

く包み込むおひさまのような存在でありたいと思っています！
有 烏山

0歳～未就学児親子、プレ

ママパパ
ひろば HP https://fukushi.unchusha.com/soshigaya/ohisama/

HP https://sites.google.com/view/karachun-cafe/

Instagram https://www.instagram.com/carachuncafe/

HP https://tokyo.seikatsuclub.coop/activity/care/raise/
burankokasuya.html

Blog https://tokyo.seikatsuclub.coop/news/index.html?gn
m=buranko-kasuya

Instagram https://www.instagram.com/blanco.kasuya/

知る・学ぶ35 からちゅんカフェ

不登校の保護者の懇談会を開催します。

相談・支援機関や進路情報の交換、経験者の話を聞くことで安心感を得ること、不安・ス

トレスの軽減が目的です。
無 烏山

誰でも

不登校・学校生活に不安の

あるお子さんと、その保護

者、関係者

砧 誰でも

日曜祝日の10-12時半・14時半-17時は、乳幼児の子どもとその家族が予

約なし・無料でふらっと遊びに来れる子育てひろばです。平日はコワー

キングスペース。

親子の集まり

ひろば

2～12歳、親

烏山 誰でも ひろば

30 食育クッキング

子どもでも簡単に作れる料理やおやつを作ります。

2～6歳のお子さんとママ・パパで作る「親子クッキング」と、年長～小

学生が対象の「子どもクッキング」があります。

否 砧

否

36 生活クラブ子育て広場ぶらんこ粕谷

０～３歳のお子さんと保護者、プレママ・パパのためのひろば。小さな

一軒家で、１階は木のおもちゃを中心に揃えた遊び場、２階はワークス

ペース。

可

32 Work and　Play　SOSHIGAYA
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https://tokyo.seikatsuclub.coop/activity/care/raise/burankokasuya.html#
https://tokyo.seikatsuclub.coop/news/index.html?gnm=buranko-kasuya#
https://tokyo.seikatsuclub.coop/news/index.html?gnm=buranko-kasuya#
https://www.instagram.com/blanco.kasuya/#
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37 チームOK

保護者同士の交流を目的としたお茶・おしゃべりを中心に、発達が気に

なる子どもに関しての子育て経験や地域情報を、同じ親の目線でお伝え

していく。

無 烏山

0歳から小学生の保護者

（子連れOK。ボランティ

アによりお子さまの見守り

あり）

元気になる なし

HP https://www.fukuinryo.or.jp/

Facebook

https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%
E5%AF%AE-
%E3%81%BD%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%8
2%83%E3%82%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-
100707878468764/

39 新しい保育を考える会・しんぽれん
世田谷区と狛江市にある自主保育グループの交流・連絡会また歴史ある

自主保育を広報したり、他府県地域とも情報共有をしたりします。
否 全地域 0～6歳 そだてる Facebook https://www.facebook.com/shinporen/

HP https://www.musia.link/

Instagram musia_insta

Blog https://ameblo.jp/musia-blog/

Facebook https://www.facebook.com/musia.link/

Twitter @musia_info

HP https://www.kogeki-setagaya.org

Facebook https://www.facebook.com/kogekisetagaya

HP https://www.setagaya-kosodate.net/

Facebook https://www.facebook.com/bridgesetagaya/

43 おはなし星の子

絵本やおはなしの楽しさ、大切さを子どもにもおとなにも伝えたくて、

児童館、小学校の新ＢＯＰ、子育てひろば、図書館などでおはなし会を

しています。

否 全地域 0～12歳 文化・アート Blog http://blog.livedoor.jp/ohanashi_hoshinoko/

HP https://www.setagaya-josanshi.org/

Facebook https://www.facebook.com/josanshi.setagaya.meguro

Instagram setagayameguro_jyosannshi

45
国際ボランティア学生協会

世田谷子育てイベント事務局
区内で子どもを育てる保護者の支援と子どもたちの育ちの支援 否 全地域 誰でも 知る・学ぶ なし

ぽっぽちゃんひろば

福音寮の理念「ほっとしたつながりで育ちあいましょう」のもとひろば

を開所しています。日常を大切にしながら季節のイベントなども開催し

ています。

無 烏山
0歳～未就学児親子、プレ

ママパパ
ひろば

44
公益社団法人

東京都助産師会　世田谷目黒地区分会

地域のママ・パパ、、プレママ・プレパパの子育て応援を行っていま

す。
可 全地域

誰でも 相談・支援

文化・アート

40
NPO法人

アーティストグループmusia

プレ、0～3歳 相談・支援

42
ＮＰＯ法人

せたがや子育てネット

子育ておよび子どもの育ちを地域社会全体で支えあうネットワークづく

りを行い、子どもや大人の多様性を認め合い、生き生きと心豊かに暮ら

せるコミュニティの形成に寄与することを目的とする。

否 全地域

文化・アート

41
ＮＰＯ法人

こども劇場せたがや

ビジョン：こどもからおとなまで、アートでつながるせたがやに。

ミッション：つくろう。わくわくするライブ、あそび、おまつりを。

舞台鑑賞会　区内ホール・公共施設にて年間10回程度開催

乳児親子対象の「こどものひろば」区内9地域10カ所で開催

可 全地域 誰でも

全地域 誰でも

クラシック音楽を中心に「音楽会」シリーズ、「0歳から参加可能」「楽

器演奏の体験」「楽器になる工作」など、生演奏が身近に、気軽に楽し

めるコンサートイベントを企画開催しています。2021年度からは「音楽

で“孤”育てを防ごう」プロジェクト開始！感染症対策を行い、音楽で会

場が一体となる企画なども展開していきます。

可

38

https://www.fukuinryo.or.jp/#
https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E5%AF%AE-%E3%81%BD%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-100707878468764/#
https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E5%AF%AE-%E3%81%BD%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-100707878468764/#
https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E5%AF%AE-%E3%81%BD%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-100707878468764/#
https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E5%AF%AE-%E3%81%BD%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-100707878468764/#
https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E5%AF%AE-%E3%81%BD%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-100707878468764/#
https://www.facebook.com/shinporen/#
https://www.musia.link/#
https://ameblo.jp/musia-blog/#
https://www.facebook.com/musia.link/#
https://www.kogeki-setagaya.org/#
https://www.facebook.com/kogekisetagaya#
https://www.setagaya-kosodate.net/#
https://www.facebook.com/bridgesetagaya/#
http://blog.livedoor.jp/ohanashi_hoshinoko/#
https://www.setagaya-josanshi.org/#
https://www.facebook.com/josanshi.setagaya.meguro#
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HP http://sites.google.com/view/sakuranbonokai-
setagaya

Instagram @sakuranbonokai.info

47
社会福祉法人　子どもの虐待防止セン

ター

虐待から子どもを守り、親への支援を行う民間団体です。子育てや子ど

もとの関係に悩む方からの電話相談やグループなどを行っています。

（無料・匿名）

否 全地域 誰でも 相談・支援 HP https://www.ccap.or.jp

48 世田谷おはなしネットワーク

子ども達により良い読書環境を届けるために活動している。子ども達に

おはなし会を届けている団体・個人が集まって、講演会や、夏休みに大

規模な「おはなしいっぱい」を3日連続で開催。

否 全地域 誰でも 文化・アート Instagram https://www.instagram.com/setagaya.ohanashi.n.w

49 世田谷区親子体操連盟
親子でスキンシップをはかりながら、お子さんの運動能力の基礎をはぐ

くんでいく。体を動かし楽しい体操を親子でする。
否 全地域  1歳半～小 元気になる なし

50 世田谷区鍼灸師会

国家資格を有するはり師・きゅう師の団体です。江戸時代中期から行わ

れている接触針（小児はり）は、乳幼児の夜泣き、食欲不振などの症状

に効果があります。

否 全地域 誰でも 元気になる HP http://setagaya-harikyu.com

51
世田谷区母子寡婦福祉連合会

（ひまわり会）
世田谷区のひとり親家庭の福祉の向上 可 全地域 母子・父子家庭 相談・支援 HP https://setagaya-himawari.webnode.jp/

52 世田谷保育親の会

・月2回、保育園保護者の情報交換のためにオンラインでブロック会を開

催（子どもと一緒の参加歓迎）。

・年2回、世田谷区の保育課との懇談会を開催。

否 全地域 誰でも 知る・学ぶ HP http://www.setagayahoiku.net/

53 そとあそびプロジェクト・せたがや

すべての世田谷の子ども達に自由で主体的な外遊び機会を保障し、外遊

びを心とからだの糧に暮らし育つ環境・文化の創造を目的に外遊び啓発

を行う。

否 全地域 誰でも 相談・支援 Facebook https://www.facebook.com/sotoasobistaga8

HP https://kokorotalkmusic.or.jp/

Instagram https://www.instagram.com/npo.mtkook/

Facebook https://www.facebook.com/kokorotalkmusic

Blog https://kokorotalkmusic.or.jp/blog/

文化・アート

46 さくらんぼの会

54 認定NPO法人心のおしゃべり音楽工房

生後3ヶ月から3歳0ヶ月までの親子さんに、音楽を使ったさまざまなコ

ミュニケーションのコツをお伝えする子育て音楽サークル実施中。乳幼

児さんには早期教育にも発達支援にもなります。

可 全地域 0～2歳親子

知る・学ぶ

地域の幼稚園の情報をまとめたガイドを作成し、区内の子育て広場や児

童館等に設置しています。未就園児のママたちが中心となって活動して

います。

否 全地域 誰でも

http://sites.google.com/view/sakuranbonokai-setagaya#
http://sites.google.com/view/sakuranbonokai-setagaya#
https://www.ccap.or.jp/#
https://www.instagram.com/setagaya.ohanashi.n.w#
http://setagaya-harikyu.com/#
https://setagaya-himawari.webnode.jp/#
http://www.setagayahoiku.net/#
https://www.facebook.com/sotoasobistaga8#
https://kokorotalkmusic.or.jp/#
https://www.instagram.com/npo.mtkook/#
https://www.facebook.com/kokorotalkmusic#
https://kokorotalkmusic.or.jp/blog/#
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55 認定NPO法人プレーパークせたがや

「プレーパークせたがや」は子どもが自由にいきいきと遊べる社会をめ

ざして、プレーパークの運営を中心に、様々な子ども、親支援に取り組

んでいます。

否 全地域 誰でも ひろば HP https://playpark.jp/

56
ハートフルコミュニケーション・

チーム世田谷
子育てにコーチングを取り入れる提案をし、ハートフルセッション（子育て談義）、講演会、ワークショップなど子育て力向上に寄与する活動をしている。否 全地域 誰でも 知る・学ぶ HP http://www.heartful-com.org/

57 ヒッポファミリークラブ世田谷

「赤ちゃんはどのようにことばを話せるようになっていくのか」に着目

し、多言語が育つ環境を多世代の仲間と作り、どんな国や人にも線を引

かない、すべてのことばに開かれた心を育んでいます。

否 全地域 誰でも 知る・学ぶ Facebook https://www.facebook.com/hipposetagaya/

58 フェアトレードガーデン世田谷

洋服やチョコレートをテーマに、それがどこで、どうやって作られるの

か、世界中をめぐるものの流れと生産地でのお話を紙芝居とクイズで伝

えるワークショップを行っています。毎日の買い物が地球や人にどんな

影響があるのかを伝えます。

否 全地域 4歳～小6親子 知る・学ぶ Facebook https://www.facebook.com/FTGSetagaya
instagram    fairtrade_garden/

HP https://playlab-tsumiki.amebaownd.com/

Instagram @playlab.tsumiki

60 ポランの広場

宮沢賢治の童話から名前をつけた移動式劇場です。紙芝居、人形劇、朗

読、語り、赤ちゃん体操などを行っています。大人向けプログラム、朗

読講座も承ります。

否 全地域 誰でも 文化・アート なし

HP https://llljapan.org/groupinf.php?gname=setagaya

LINE https://lin.ee/gjp27YT

62
Reincarnation

リーンカーネーション

妊娠中、子育て中のお母さんに心理や看護の知識を交えながら

子育てに一番大切な言葉を使って、子供もママも笑顔でハッピーになれ

るように支援する。

気軽にお悩みを相談できるお話し会を開催。

否 全地域 プレ、ママ 相談・支援 HP https://00reincarnation.amebaownd.com/

文化・アート59 ぷれいらぼ・つみき

２歳から小学生を対象に親子で遊ぶ積木ワークショップを開催していま

す。手を使い五感を使い、創造する楽しさを。つくってこわすダイナ

ミックな創造活動も体験できます。

登録予定 全地域 おおよそ２歳～小学生

相談・支援61 ラ･レーチェ・リーグ世田谷

ボランティアで、妊娠中・授乳中のお母さんが集まって話す場を提供し

たり、世界中のラ・レーチェ・リーグの情報を伝えたり、個別の相談を

受けたりしています。

否 全地域
プレ、ママ、

0～6歳

https://playpark.jp/#
http://www.heartful-com.org/#
https://www.facebook.com/hipposetagaya/#
https://www.facebook.com/FTGSetagayainstagram    fairtrade_garden/#
https://www.facebook.com/FTGSetagayainstagram    fairtrade_garden/#
https://playlab-tsumiki.amebaownd.com/#
https://llljapan.org/groupinf.php?gname=setagaya#
https://llljapan.org/groupinf.php?gname=setagaya#
https://lin.ee/gjp27YT#
https://00reincarnation.amebaownd.com/#

