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地域でつながる！　 みんなで育つ！

No.44

平成30年 4月 1日発行
世田谷区
子ども・若者部
子ども家庭課
〒154－8504
世田谷区世田谷 4－21－27
☎03－5432－2569
FAX03－5432－3081
ホームページ
http://www.city.setagaya.lg.jp/

特集

皆さんの知りたいことを
教えてください！！

「せたがやの子育て」についてご意見・ご感想がございまし
たら、ぜひ下記連絡先までお送りください。

「こんな特集をしてほしい！」「〇〇の紹介を詳しく！」
など皆さんのご意見をお待ちしております。
【メール】SEA02413@mb.city.setagaya.tokyo.jp
メール以外の場合は、本表紙右上に記載の子ども家庭課まで。

玉堤一丁目おでかけひろば
笑顔の循環が自然と生まれる場

趣向を凝らしたイベントが充実したひろばです。尾山台
保育園で園児と一緒に過ごしたり、ママや多世代のスタッ
フが自分の特技を持ち寄って、名札づくりやフラッシュ
カードなどの「たまひろサロン」を開催しています。また、
お料理の会やちくちくの会、はがき絵通信など、ママが参
加していると「やってみたい」と子どもたちも興味津々！
親子が自然と笑顔になり「楽しかった。また来たい」と思
える空間です。
場　所／玉堤1-8-5　☎3704-5583
利用日／月・火・木　※祝日開室（年末年始、夏期・冬期の休み有）
時　間／9：00～15：30（※11：30～13：00は一時閉室）

でかけてみよう！
地域の交流会

区内各地域で開催されている交流会では、子育て中の皆
さんに、地域の子育て関係者・団体の紹介や子育て情報を
提供しています。交流会を通して、いろいろな地域の情報
をキャッチできます。ぜひ、ご家族でおでかけください。

ひとり親のための情報提供
ひとり親家庭が新しい一歩を踏み出すためのリーフレット

ひとり親家庭が安定した生活を築くため
の道しるべとなるリーフレットを発行して
います。

このリーフレットは、ひとり親について
の各種相談先をご案内しています。
◆主な配布場所はこちらです。
・各総合支所生活支援課
・各総合支所くみん窓口戸籍担当（区民課戸籍係）
・各出張所、まちづくりセンター
・男女共同参画センター “らぷらす” など
◆リーフレットの内容は、世田谷区のホームページでも見
ることができます。

トップページ＞くらしのガイド＞子ども・教育＞ひとり親家庭への支援
＞ひとり親家庭への情報提供

問合せ 子ども・若者部　子ども家庭課子育て支援担当
☎5432-2569 ／ FAX5432-3081

砧でみんなでピクニック！きぬピク
きぬピクは、小さなお子さんを子育て中のご家庭に、区

内の自然豊かな場所で外遊びを体験してもらうことを目的
に、砧地域の６児童館（船橋・喜多見・成城さくら・山野・
祖師谷・鎌田）が開催しています。土手すべりをしたり、
七輪で食べたいものを焼いたり…青空の下で思いっきり楽
しみましょう。
日　時／平成30年4月21日（土）　11：30 ～ 13：30
会　場／水辺の楽校はらっぱ（多摩川河川敷）
申込先・問合せ 船橋児童館（☎3303-1876）喜多見児童館

（☎3417-9151）成城さくら児童館（☎3417-9411）
山野児童館（☎3417-8217）祖師谷児童館（☎3789-5633）
鎌田児童館（☎3709-6911）

子育てのエッセンスがいっぱい！
第16回 すくすくメッセ烏山

今年で16回目を迎える「すくすくメッセ烏山」は、烏
山地域の４つの児童館（烏山・上北沢・上祖師谷ぱる・粕谷）
と地域の子育て支援団体が共同で開催しています。

子育てグループの紹介展示ほか、毎日の子育てに役立つ
情報・体験など盛りだくさんの内容です！
日　時／平成30年6月16日（土）　10：30 ～ 14：00
会　場／上北沢区民センター（上北沢3-8-9）
問合せ 烏山児童館（☎3309-3003）

はじめての子どもと一緒の生活。
「子どもやママとどう関わればいいの？」
戸惑っているパパもいるのでは？
パパが気軽に楽しめる企画や、先輩パ
パ・ママの話もヒントに、まずは知る
ところから！
さぁ、パパの出番！！

やってみると
思った以上に楽しい！！

パパも知ればできる！！ 両親学級

お父さんとあそぼう

パパ・バギーの日

もし参加するパパが
自分１人だったら…

そんなことないで
すよ！！

▲長い廊下はハイハイ
　にうってつけ！

一時預かりも
行っています。

▲きぬピクバンドによるオープニング
　演奏

▲おそとで工作（インディアンクロス）

▲オープニングの一場面

▲さまざまな子育て団体がゲーム屋さん
　で交流

おでかけひろば紹介
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家事・育児関連時間
総務省「社会生活基本調査」（平成28年）、内閣府HP より作成

うち育児の時間

（時間）

日本のママ
は大変！！

6歳未満の子供のいる夫・妻の家事関連時間
（週末も含めた１日あたり平均）
妻 夫



▲上：妊婦体験

▲左：沐浴体験

▲

上：子育てステーション世田谷

　下：子育てステーション梅丘
▲上：リトミック（at 上用賀児童館）　

下：ベビーダンス（at らぷらす）

パパと子どもだけで児童館へ行くの
はハードルが高い……というパパは、
まずはパパ向け企画に参加してみて
は？身体を使う遊びや工作など、お
うちへ帰ってからもすぐに活用でき
るヒントがいっぱい。パパ同士で情
報交換したり、他のパパの遊び方を
参考にしたりしながら、親子で楽し
い時間を過ごしましょう。詳しくは、
各児童館へお問い合わせください。

児童館のパパ向け企画の一例
粕谷児童館
● お父さんとあそぼう

月１回土曜：10：30 ～ 12：00
粕谷４-13-6　☎3305-7171

弦巻児童館
● 父親の育児参加支援事業「パパモ」

月１回土曜：11：00 ～ 11：45
弦巻１-26-11　☎3426-9626

等々力児童館
● 父親の育児参加事業PaPaMo（パパモ）

月１回土曜：10：30 ～ 11：30
等々力３-25-16　☎3703-3506

松沢児童館
● 父親の育児参加支援事業「パパモ」

月１回土曜：11：00 ～ 12：00
赤堤４-37-14　☎3328-9266

上の子のときに受けた講座が
よかったので、今回は下の子
のために来ました。忘れてい
たことや新しい発見があって、
とても楽しかったです。

ママが病院や美容院
などへ行くときは、
積極的に子どもの面
倒をみるようにしてい
ます。

できるときは、料理
をしたり、お風呂に
入れたりしています。

平日は仕事が忙
しく子育てを任
せきりなので、
週末は思いっき
り子どもと遊ぶよ
うにしています。

「話を聞いてほしい」
とよく言われるのです
が、正直どうやって聞
いたらいいの？（汗）
という感じです…

積極的に話を聞くよう
にしています。でも、
話すことでストレス発
散したいママに正論を
ぶつけたら煙たがられ
ました…

つわりがひどい時
に、みかんの缶詰
を買ってきてくれま
した。

子どもと日中二人きりで
過ごすことが多く、社
会との疎外感を感じた
ときに話を聞いてくれた
のが嬉しかったです。

パパが子どもと公園に
出かけ、一人でゆっく
りとコーヒーを飲む時
間がもてました。一日
中子どもと向き合って
いるので、とてもリフ
レッシュできました。

ぷれパパママ講座
で妊婦体験をし
「こんなに重くて大
変なのか」と、今
まで以上に優しくな
りました。

海外出産のため親
族に頼れず、パパ
が協力してくれて、
一緒に困難を乗り
越えたことに感謝
しています。

産後、夫の実家で過ごす
ことにストレスを感じ、自宅
に帰りたいと夫に伝えると
「自分（パパ）が帰りたい
から」と両親に説明してく
れて、角が立たずに帰宅
できました。

妻のすすめで初めて来ました。
道具やおもちゃがなくても、身
の周りのものだけでこんなに遊
べるのかと目から鱗でした。

お父さんとあそぼう　at 粕谷児童館

児童館は子育てパパを応援します！！

うちのパパの出番！！

困ったときの相談窓口
一人で抱え込んでいることに、ママ自身が気づ

いていないこともあります。悩みを相談できる窓
口はたくさんありますので、一緒に解決していき
ましょう。
★妊娠、出産、育児、子どもの発育や発達、

健康に関する相談は…
各総合支所健康づくり課
世田谷☎5432-2896　北沢☎3323-1736※

玉川☎3702-1982　砧☎3483-3166　烏山☎3308-8246
★子どもの預かりや保育入園などの相談は…

各総合支所生活支援課
世田谷☎5432-2915　北沢☎3323-9906※

玉川☎3702-1189　砧☎3482-1344
烏山☎3326-6155

その他、身近に相談できる場に
ついては「せたがや子育て応援ブック」
をご覧ください。

※平成30年５月に北沢総合支所への移転に伴い、電話番号が変更予定。

より

へ

伝えよう！パパ・ママの気持ち

母親（両親）学級
ぷれママ・ぷれパパを対象に、沐浴などの育児体験や妊婦体験など

を行う「母親（両親）学級」を開催しています。参加者同士の交流の
場もあるので、お気軽にご参加ください。

各総合支所健康づくり課事業係
世田谷　☎5432-2893
北　沢　☎3323-1731※

玉　川　☎3702-1948
　砧　　☎3483-3161
烏　山　☎3308-8228
※平成30年５月に北沢総合支所への

移転に伴い、電話番号が変更予定。

世田谷区立男女共同参画センターらぷらすで
は、「父親が、子どもと過ごす時間」をテーマに「パ
パ・バギーの日」を行っています。パパと子ど
もがゆったりとした時間を過ごし、子どもを通じ
てパパ同士がつながれる講座です。リトミックや
ベビーダンスなど、内容はさまざまで、会場も
らぷらすを飛び出し区内全域で実施しています。
詳しい開催日時はらぷらすHPをご覧ください。

世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
太子堂1-12-40　グレート王寿ビル3 ～ 5階
☎6450-8510
HP http://www.laplace-setagaya.net/

でかけよう！つながろう！ 土・日にはこんなところも！

▲

▲

身近なものでおもちゃづくり

一生懸命な思いやりも相手からしたら何だか空回り ??
もっとお互いの気持ちを伝えられたら変わるかも！

自分が子どもの頃、同じよ
うに遊んでいたことを思い
出しました。子どもがとて
も喜んでいたので、家でも
やってみたいと思います。

やり方を知ればこんな
ダイナミックな遊びも！！

ママも参加OK！

子育てステーション　おでかけひろば
子育てステーションは、「あそび」「そうだん」「あずかり」「ほいく」の4つの機能がある多機

能型の子育て支援拠点施設です。施設内にある「おでかけひろば」は、年末年始を除き毎日開
いているため、土日はパパと一緒に訪れるお子さんも多く、パパ同士で子育て情報の交換をし
たり、遊んだり、親子で思い思いの時間を過ごせます。常駐スタッフが子育てに関する相談に応
じるほか定期的にイベントを開催しています。ぜひ気軽にお立ち寄りください。
子育てステーション世田谷

太子堂1-4-22
昭和インターナショナルハウス1階
☎3411-8301

子育てステーション梅丘
梅丘１-31-36 小田急線梅ヶ丘駅隣接
☎5450-7767

子育てステーション桜新町
桜新町2-8-1
世田谷目黒農協本店ビル1階
☎5426-2203

子育てステーション成城
成城6-5-34 成城コルティ３階
☎5490-7269

子育てステーション烏山
南烏山5-17-5
☎5384-7612

パパ・バギーの日

他にもあるよ
パパ向け企画 
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