
2023/02/24時点 

▶世田谷区 親の会等団体連絡先一覧 

※区内の発達障害関連団体を対象とした連絡会に参加している団体を掲載しています。 

 内容は、各団体が作成したものをそのまま掲載しています。 

※掲載ご希望の団体は、発達障害関連団体との連絡会事務局（世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」地域支援部門）（０３－５７２７－２２３５）へご連絡ください。 

 

団体名 連絡先 活動内容・活動場所等 特記事項 

アスペの会・東京 

T e l： 090-6495-4017 

Fax：なし 

Mail：astokyo1998@gmail.com   

HP：http://astokyo2012.web.fc2.com/newdir/top.html 

 

対象者：保護者 当事者   

対象年齢：青年期 成人期  

活動内容：医療機関で知的障害を伴わない自閉症スペクトラム障害の診断を受けている本人

とその家族が対象。会員制（会費あり）。月１回の例会が活動の中心。活動報告（概要）：【例

会】世田谷区内で月１回土曜日、本人と家族とに分かれて活動します。 家族会では情報交

換や茶話会などを実施。本人会（サロン）では、グループ活動（エンカウンター、ワークシ

ョップ、TRPG など）に参加したり、他の方と情報交換や趣味の話しをしたり、ただ自由

にのんびり過ごすこともできます。サロンではボランティアスタッフが活動のお手伝いをし

ます。  

【親と家族のための学習会】不定期開催。過去に取り上げたテーマ：発達障害の基礎知識、

就労支援機関の利用の仕方、成年後見制度、医療と薬、親亡き後のライフプランなど。  

【イベント】年間数回、土または日曜に行います。今まで行ったイベント： バーベキュー、

観光地散策、Xmas調理会、ランチクルーズなど。 

・連絡はメールでお願いしま

す。メールが使えない方の

み、留守電にご用件とご連絡

先を録音して下さい。  

・入会前に必ず見学をしてくだ

さい（２回までは参加費なし

で見学可）。  

・電話でのご相談は受け付けて

おりません。 あしからずご了

承ください。 

世田谷区地域子育て支

援コーディネーター

［烏山地域］ 

T e l：070-6478-8895 

Fax：03-6379-7807 

Mail：shien-karasuyama@setagaya-kosodate.net 

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

団体拠点先住所：〒157-0062 世田谷区南烏山 2-30-11  

UR 芦花公園団地 11号棟 1 階  

おでかけひろばぶりっじ＠roka内 

対象者：保護者   

対象年齢：妊婦 乳幼児 

利用方法：電話やメール、その他対面相談もできます。 

活動内容：子育て期や妊娠中のいろいろな悩みごと・困りごとについて、各地域の子育て支

援拠点（おでかけひろば）の専任スタッフ「世田谷区地域子育て支援コーディネーター」が

一緒に考え、必要な情報を調べたり適切な支援機関を紹介します。烏山は、「おでかけひろ

ばぶりっじ＠roka」にいます。お住いの地域のコーディネーターにおつなぎしますので、ご

連絡ください。 

 

チーム OK 

連絡窓口担当：社会福祉協議会 上北沢地区事務局 (鈴木・増島) 

T e l：090-9818-2773  

Fax：なし 

Mail：なし 

HP：https://chiku.setagayashakyo.or.jp/member/article_detail/932 

 

 

対象者：保護者（子連れ可）   

対象年齢：幼児 学齢期  

利用方法：電話でお問い合わせ下さい。 

活動内容：保護者同士の交流を目的とした情報交換会です。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ます。 

・子連れ参加可 

・毎月第 2火曜日 

10：00～12：00 

・参加費 1回 200円 

・世田谷区社会福祉協議会の

「子育てサロン」として活動

しています。 
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なないろハート 

T e l：なし 

Fax：なし 

Mail：7irohearts@gmail.com 

HP：https://7irohearts.jp 

 

対象者：保護者 当事者   

対象年齢：幼児 学齢期 

利用方法：当団体ホームページの「イベント」参照。詳細は各イベントのページに記載あり。

お申し込み不要で当日ご参加いただけます。 

活動内容： 

（1）子育てサロン (世田谷区社会福祉協議会登録)  

場所：九品仏地区会館 2階和室大広間 

子育てのお悩みがある未就学児のお子さんと保護者の方向けの子育てサロンです。〈7

つの関わりで子どもが変わる〉集団が苦手な子、こだわりが強い子でも大丈夫。スタッ

フは療育通所経験のある中・小学生のママで、元児童指導員・子育て支援員でもありま

す。お子さんに合わせてスタッフが関わります。お気軽にいらしてください。 

（2）ママカフェ対面(世田谷区社会福祉協議会登録)    

場所：奥沢区民センター第3会議室、他 
『なないろハート』は、みなさんと「あるある」なお話をしながら、子育ての「困っ

た」をご一緒に考えています。「子どもとどうやって関わったらいいのかな？」、「こ

んなときどんな声かけをすればいいの？」、「他の親子さんはどうしてる？」、そんな

ことを話しながらつながれるママカフェです。学校の情報交換もさかんです。子育てで

たくさんの心配事を経験して乗り越えてきた現役の小・中学生ママスタッフが笑顔でお

待ちしています。 
※（1）（2）ともに、初めての方でも参加しやすい運営を心がけています。 

 

LD（学習障害）とそ

れに類似する児・者の

親の会 にんじん村 

T e l：なし 

Fax：なし 

Mail：info@ninjinmura.com 

HP：http://www.ninjinmura.com 

 

対象者：保護者   

対象年齢：青年期 成人期 

利用方法：メールで連絡して問合せ。会合を見学してよければ入会する。 

活動内容： 

・LD 等の発達障害児・者が社会で生き生きと生活できる場所を得ることを願って、色々な

活動をしている 

・NPO法人「全国 LD 親の会」の一員としての活動 

・東京都の他の親の会と一緒に「東京 LD 親の会連絡会」を結成し、毎年都の教育庁、福祉

保健局、産業労働局に要望書を提出し、回答説明会を開催してもらっている 

・成年本人の会「なごみ」：毎月 1 回の活動で、①話し合い（人の話しを聞く）、発表（自分

の考えを人に伝える）の回と、②話し合いの時に決めた場所に皆で出かける外出の回、を

10 年以上続けており、参加者にとっては「居場所」になっている 

1987 年に世田谷区が企画し 

た～中川克子先生による「マザ 

ーグループ」～から発足。 

その当時の幼児も今では 40

才を越える人もおり、親もそれ

なりに年令が上がった。 

世田谷区手をつなぐ親

の会 

T e l：03-3706-0067 

Fax：03-3706-0246 

Mail：当会ホームページのリンクからご利用下さい。 

HP： https://oyanokai-setagaya.com/ 

 

対象者：保護者   

対象年齢：幼児 学齢期 青年期 成人期 

利用方法：会員として共に活動に参加して下さる方を募集しています。 

年会費 3500 円。 詳細はホームページをご覧下さい。 

活動内容：知的障害のある子の家族、および本人が、地域で安心して生活できるよう活動を

実施していきます。具体的には、法制度や福祉サービスの周知・勉強会、区民への障害に対

する理解促進、会員同士や地域の福祉従事者などとの交流の場の設定など。 

電話を利用される場合、留守電 

にお名前と用件と連絡先を録音 

して下さい。 

世田谷はなみずきの会 

T e l：070-3946-9788（世田谷区社会福祉協議会 経堂地区事務所） 

Fax：なし 

Mail：hanamizuki.setagaya3@gmail.com 

HP：なし 

対象者：保護者 当事者    

対象年齢：青年期 成人期 

利用方法：メール又は電話でお問い合わせ下さい。当日参加も可能。 

参加費 1 回 500 円（当事者無料） 
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団体拠点先住所：〒156-0051 世田谷区宮坂 1-24-6 

宮坂区民センター 

活動内容： 

・不登校やひきこもりなどの生きづらさを抱えているご家族の居場所として毎月第 2 土曜

日（8月・1月除く）家族会開催（13:30～16:30） 

・講師による講話と家族同士の対話交流会。 

・つながることで孤立を防ぎ、悩みを共有し共に学び合うことで家族が少しでも楽になり元

気になることを目指す。 

ワーカーズ・コレクテ

ィブ子育て応援チーム

すこっぷ 

Tel：03-6450-7766  

水曜日 10～15時のみ対応、その他の時間帯は留守電対応 

FAX:03-6450-7766 

Mail: teamskopp@yahoo.co.jp 

HP: http://teamskopp.bambina.jp/ 

 

対象者：保護者    

対象年齢：幼児 学齢期 

利用方法：以下の茶話会にご参加希望の方は メールまたは電話でお申し込みください 

活動内容： 

“①ペアレントメンターと話そう”  

 少人数制で気軽にペアレントメンターさんに話を聞いてもらえる場を提供しています。お 

子さんと一緒でもスタッフが見守るのでゆっくりお話ができます。毎月第１木曜日 定 

員 3 名 参加費 500 円 

“②おしゃべりワークセッション” 

子育ての不安や悩みをひとりで悩まずに、みんなと話して、元気になる場を提供していま

す。ファシリテータ―が進行します。ご希望があれば不定期に開催します。 

すべての未就学児家庭が対象の

訪問型子育て支援「ホームスタ

ート」事業も行っています。子育

てに不安や疲れを感じているご

家庭に、ボランティアが訪問し

て傾聴と協働（親御さんと一緒

に家事をしたりお子さんと遊び

ます）を行います。（週 1回 2 時

間程度 4回の訪問） 

NPO 法人東京都自閉

症協会（世田谷地区会

／みつけばハウス） 

連絡窓口担当：事務局（田中、清水、平井） 

Tel：03-6907-3531   

FAX: 03-6907-3546 

Mail: autism@bz04.plala.or.jp. 

HP: https://autism.jp 

団体拠点先住所： 

①〒170-0005 豊島区南大塚 3-43-11福祉財団ビル 7F  

NPO 法人東京都自閉症協会 

②〒156-0043 世田谷区松原 6-41-12  

みつけばハウス 

対象者：保護者 当事者   

対象年齢：幼児 学齢期 青年期 成人期 

利用方法：URLを参照 

活動内容：東京都自閉症協会は 50 年以上の歴史があり、親・当事者・支援者がいっしょに 

活動してきました。おやじの会、学齢期部会、AS(アスペルガー)部会、成人期プロジェクト 

などの部会のほか、各地域に地区会があります。世田谷区には世田谷地区会があり、大人も 

子どもも一緒になって遊ぶ「自由な人々」という活動を、主に新町児童館や駒沢はらっぱで 

行っています。https://autism.jp 

 また、世田谷区から委託を受け、自閉スペクトラム症などニューロマイノリティの若者 

の居場所「みつけばハウス」を運営しています。みつけばは登録制で、現在中学生から 30 

代前半まで、約 60 名が登録しています。登録すると、月 20回以上開催している、ニューロ 

マイノリティの好奇心をくすぐるバラエティ豊かなプログラムに参加できます。30～50

代を対象にしたミドルプロジェクトや、ニューロマイノリティの感性を発信するアートプ

ロジェクトもスタートしました。毎週土曜日の午後と、週 2回木曜日に開放しているサロ

ンは、登録していない方でもご利用いただけます。詳しくは、みつけば公式インスタグラ

ムや FB をご覧ください。https://www.instagram.com/mitsukeba_yurusaba/ 
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玉川ボランティアビュ

ーロー 

Tel：03-3707-3528   

FAX: 03-3708-3058 

Mail: tamabora@otagaisama.or.jp 

HP: https://blog.canpan.info/tamagawabureau/ 

 

対象者：保護者 当事者   

対象年齢：幼児 学齢期 青年期 成人期  

利用方法： 

①「遊ぼう会」 

地域の子どもと一緒にボランティア（学生中心）が遊ぶ会、大人も歓迎。 

ボランティアとして参加も可能。参加費 100 円～700 円（内容により）。 

②「ココ・カフェ」：カフェ形式の居場所。大人対象。参加費 100 円。 

③「かたりば」：大人のオンラインカフェ。 

④ボランティア相談：遊び相手、学習支援ほか 

※場所は玉川ボランティアビューロー、③のみオンライン。①～③は毎月 1 回。①、③は

申込み制。 

気軽にご参加ください。 

子育てサロン ドット 
 

 

対象者：保護者 当事者   

対象年齢：幼児 学齢期 

利用方法： 

社会福祉協議会・上馬地区事務局にお電話の上ご参加ください。 

Tel:070-3946-9790 

 

上馬塩田ふれあいの家 世田谷区上馬 2丁目１７-１３ 

第一火曜日 10 時～12時 

駐輪場あり 

駐車場要予約の上利用可 

主に幼児の療育の事、就学へ向けての情報交換や意見交換をアットホームな雰囲気でゆる

りと活動しています。 
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