
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

1 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/

5 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

7
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

HP http://sites.google.com/view/sakuranbonokai-
setagaya

Instagram @sakuranbonokai.info

9
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

ホームページ／ブログなど

文化・アート

3
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

文化・アート

2
NPO法人

アーティストグループmusia

プレ、0～3歳 相談・支援

4
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。

可

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

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。

相談・支援

6
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

否 全地域 誰でも

知る・学ぶ8 さくらんぼの会
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10 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

11 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

12 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

13
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/

14 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/

15 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/

17 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/

18
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/

16 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 文化・アート
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19 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/

20 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

22 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

24
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/

相談・支援23 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

文化・アート21 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
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