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 公園もきれいな紅葉に染まり、朝晩はすっかり寒くなり、２０１６年もいよいよ最後の月

になりました。特に乳児期は、小さかった子どもたちも 1 年でびっくりするほど成長します

ね。毎日お世話をして時間に追われている時にはなかなか気付けなかったですが、振り返っ

てみるとあっという間だった気がします^_^; 

未就学児の子育て中のみなさま、どうぞとことこへお出かけください。お茶をゆっくり飲

んだり、新聞を読んだり、短い時間でも少しリフレッシュするためのお手伝いをいたします。

また、スタッフや他のママ・パパと話をすることで、少し心が楽になったり、困っていたこ

との解決のヒントが見つかるかもしれません。スタッフ一同でお待ちしています。 

 

アピタ こどものあそびば とことこスタッフが出張します 

場所：アピタ金沢文庫店 2 階こどものあそびば 

毎週月曜・水曜 12:00～14:00 

１２月の予定 
日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5◎ 6 7◎ 8 9 10 

11 12◎パ 13 14◎ 15 16 17 

18 19◎ 20 21◎ 22 23 24 

25 26 27 28◎パ 29 30 31 

 

金沢区休日救急診療所からのお知らせ 
 年末年始の急病のときにご利用ください。 

診療日：12 月 30 日（金）～平成 29 年１月３日（火） 

日曜日、祝日 

受付時間：９時 30 分～16 時 

（※歯科は 12 時まで） 

診療科目：内科・小児科・歯科 

※健康保険証と現金を持参してください。 

住所：金沢町 48（京急「金沢文庫」駅徒歩８分） 

電話 045-782-8785 

地域のサロンにスタッフが伺いました！ 
 

 
ハイハイくらぶ 

毎月第２金曜日／１０：００～１２：００ 

(８月は第１土曜日、１月はお休み) 

活動場所：瀬戸町内会館 

金沢八景駅からすぐにある、瀬戸町内会館が広場となっていま

す。広いお部屋からは平潟湾が望め、気持ちの良い空間が広がっ

ています。主任児童委員さん、民生委員さん達の気さくな人柄が

場を和ませてくれる、居心地のいい広場です。活動を始めて１０

年になります。季節ごとのイベントの中でも、人気なのが「親子

ヨガ」や、ヘルスメイトさんを講師に迎えた「お料理教室」。簡

単に作れて試食もあるそうです。すべて予約は不要ですので、気

軽に参加できるのも嬉しいですね。１２月９日は「お楽しみ会」

です。ケムケム座の迫力ある公演があるそうなので、ぜひ！遊び

に行ってみてください。 

おかあさんのしゃべり場 

第２月曜日／１０：００～１１：３０ 

(参加費：１００円、１０月・１月はお休み) 

活動場所：いきいきセンター金沢２F 多目的室 

いきいきセンターの２Ｆで活動している「おかあさんのしゃべり

場」は平成１６年からスタートした広場です。「ふきのとう」のスタ

ッフさん、泥亀地域ケアプラザの職員さんが、受付からみなさんを

温かい笑顔で迎え入れてくれます。今月は、お隣にある「金沢さく

ら保育園」の先生方による親子体操。音楽に合わせて親子で元気い

っぱいからだを動かした後は、みんなでお茶タイム。お母さん同士

ゆっくりお話する時間もあり、参加されたみなさんのとても満足そ

うな顔が印象的でした。毎月楽しいイベントが用意されていますの

で、ぜひ！あそびに行ってみてくださいね。 

 

12 月のサークル見学会 
今月も実施します♡サークルに興味のあるママたち！ 

スタッフといっしょに見学に行きましょう！ 
日にち 時間 サークル名 エリア 当日の予定 

16日（金） 10:00～12:00 あひるの会 富岡東・並木 クリスマス会 

19日（月） 10:00～11:30 おにぎりキッズ 富岡東・並木 3Ｂ体操 

※予定は変更になる場合もあります。 

申込みや詳細についてはとことこスタッフにお尋ねください。 “おひさまクラブ”に見学に行きました！ 

とことこスタッフや“横浜子育

てパートナー”がアピタのこども

のあそびばへ出張しています。 
 

お買い物のついでにも寄って

みてくださいね。 
 

パ：パートナーが出張します。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

     

㊡ 

 

4 5 6 7 8 9 10 

㊡ 

 
     

11 12 13 14 15 16 17 

㊡ 
 

   

㊡ 

 

18 19 20 21 22 23 24 

㊡ 
  

 
 ㊡  

25 26 27 28 29 30 31 

㊡ ㊡  
 

㊡ ㊡ ㊡ 

○横浜子育てサポートシステム入会説明会 
 

地域ぐるみでの子育て支援や、仕事と育児を両立できる環境を作ることを

目的とした、会員制の有償のささえあい活動です。 

地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで人と人のつながり

を広げ、地域ぐるみでの子育て支援を目指しています。 

利用には説明会への参加と、登録が必要です。まずは入会説明会のご予約

をお願いします。 

今月の入会説明会 

日にち 時間 場所 

12 月 1 日（木） 13:30～14:30 とことこ研修室 

12 月 13 日（火） 13:30～14:30 釜利谷地域ケアプラザ 

12 月 22 日（木） 10:30～11:30 とことこ研修室 
※とことこ研修室の場所はとことことは異なります。詳しくは最終頁地図をご覧ください。 

お問合せ・申込は金沢区支部事務局（とことこ内） 

☎045-352-7110 へ 

専門家の相談日 ※時間の変更等のある場合があります。 

エコチル調査についての啓発を含めた小児科医の相談 
12 月 5 日(月)10:00～11:30 

横浜市大小児科の先生による個別相談です。 

助産師さんのおっぱいサロン  
12 月 8 日(木)10:00～11:30 

助産師：長利恵子さんによる前半はお話、 

後半は個別相談。今回のテーマは 

｢保育園に入る前に知っておきたい おっぱいの話｣です。 

保育・教育コンシェルジュさんの相談 
12 月 15 日(木)10:00～11:30 

金沢区役所の窓口で普段保育サービスの相談を受けている保

育・教育コンシェルジュが、“子どもを預けること”にかかわる相

談をお受けします。 

土谷先生の気軽に相談 
12 月 22 日(木)14:00～16:00  

関東学院大学 教授 臨床発達心理士 土谷みち子先生による

子どもの発達に関わる相談です。 

とことこカレンダー 

2016年12月 

大人のストレッチ  

12 月 22 日(木) 10:00～11:00  

会場：とことこ ひろば 2 

 

子育て中のママ達の為のストレッチ。 

※講師は金沢スポーツセンターの方です。 

12 月の出張とことこ 
みんなで一緒に遊びましょう！能見台中央公園は、プレイパーク

の開催に合わせて小さい子どもも遊べるようにとことこコーナー

をもうけます。 

また、地域の子育て情報もお持ちします。 

時間は 10:00～11:30、能見台中央公園は 11:00～13:00 

※朝 9 時に雨の場合は中止。プレイパークは 10 時。 
 

5 日（月）六浦公園 

7 日（水）釜利谷第四公園 

12 日（月）能見台中央公園 

13 日（火）下ノ浜公園 

14 日（水）走川公園 

15 日（木）カメギ根公園 

19 日（月）六浦あさがお公園 

21 日（水）沢木谷公園 

育児講座 
12 月 24 日（土）10:00～11:00  

会場： とことこ ひろば 2 

テーマ：「良い眠りは心と体を育てます」 

（生活リズムの大切さ） 
講師：東京モンテッソーリ教育研究所 

教員養成コース講師 溝脇しのぶ氏 
育児講座を開催します。申込みは必要ありま

せんので、テーマに興味のある方は直接お越し

ください。土曜日に実施しますのでパパさんも

どうぞ(*^_^*) 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 ■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

13:30～14:30 

●父親交流会 

14:00～15:00 

㊡ 
出張とことこ 

小児科医の健康相談 

10:00～11:30 

出張とことこ 

助産師さんのおっぱいサロン 

●歌ってあそぼう！ 

13:00～13:20 

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 工作クラブ お話会 

アピタ 

アピタ 

プレイパーク 出張とことこ 

●多胎ママ交流会 

10:30～11:30 

出張とことこ 出張とことこ 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

●口唇口蓋裂のお子さんを 

お持ちの方でお話しませんか？ 

10:30～12:00(要申込) 

とことこ研修室 

●はじめてのとことこ 

14:00～15:00 

手作クラブ 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

釜利谷地域ケアプラザ 

13:30～14:30 

保育・教育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 

さんの相談 

10:00～11:30 アピタ アピタ 

出張とことこ 出張とことこ 

●わらべうたを 

歌ってみましょう 

10:30～10:50 

●ストレッチ 

10:00～11:00 

アピタ アピタ 
☆多文化ママのお話会 

14:00～15:00 

 

■子育てサポート入会説明会 

とことこ研修室(要申込) 

10:30～11:30 

アピタ 

とことこ クリスマス・ウィーク 

●これから子どもの 

生まれるプレママの会 

10:00～11:00 

天皇誕生日 

振替休館日 

●育児講座 

10:00～11:00 

●アラフォーママ 

14:00～15:00 

年末休館 

土谷先生の気軽に相談 

14:00～16:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

㊡ ㊡ ㊡ 
  

 
 

8 9 10 11 12 13 14 

㊡ ㊡ 
  

 
 

 

15 16 17 18 19 20 21 

  
   

㊡ 

 

22 23 24 25 26 27 28 

㊡ 
  

 
 ㊡  

29 30 31     

㊡ 

 

     

12 月の語り合いや交流会 
とことこでは様々な“テーマ”や“対象”でスタッフがファシリテーターとなり「当事者による語り合いの会」を実施しています。ほとんどのテ

ーマは利用者さんから、いただきました。申込みの有無をご確認の上、お気軽にご参加ください。 

日にち 時間 テーマ 場所 申込 備考 

1 日（木） 10:00～11:00 これから子どもの生まれるプレママの会 ひろば 不要 助産師さんがお話してくれます。 

3 日（土） 14:00～15:00 父親交流会 ひろば 不要 他のパパはどうしているのかな？ 

9 日（金） 10:00～12:00 発達に不安のあるママで話しましょう。 ひろば 不要 休館日に、この企画のみ実施です。 

12 日（月） 10:30～12:00 
口唇口蓋裂のお子さんをお持ちの方でお

話しませんか？ 

とことこ 

研修室 
要 当事者同士でお話しましょう 

13 日（火） 10:30～11:30 多胎ママ交流会 ひろば 不要 
双子ちゃん三つ子ちゃんの養育者でお

話しましょう。妊娠中の方も OK です。 

13 日（火） 14:00～15:00 はじめてのとことこ ひろば 不要 
ちょっと行きにくいなぁ…でも大丈夫。

初めての方同士でお話してみましょう。 

27 日（火） 14:00～15:00 アラフォーママで話しましょう。 ひろば 不要 同世代でお話しましょう。 

希望するテーマ・対象をスタッフにお知らせください。 

※ご意見で頂いた「月齢別の語り合いの会」はそれぞれ「0 歳児・1 歳児・2 歳児」の語り合いとして計画しました。 

0 歳児：1 月 17 日（火）、1 歳児：2 月 22 日（水）、2 歳児：3 月 27 日（月）、詳細は次月号にてお知らせします。 

2017 年 1 月 

日本で困っていること、ありませんか？  

多文化ママのお話会 

12 月 21 日(水) 14:00～15:00 

会場：とことこ ひろば 2     共催：ママが真ん中プロジェクト 
 

子育ての情報交換、交流をします。金沢区で子育て中の外国人ママは

誰でも参加できます。簡単な日本語で話します。子どもと一緒に参加で

きます。「ママが真ん中プロジェクト」のママ達との共催です。 

12 月のとことこいろいろクラブ 
スタッフと一緒に、いろいろしませんか？ 

読み聞かせ・わらべうた 

読み聞かせ 第 1水曜 11:00～11:30  12 月 7日（水） 

わらべうた 第 3水曜 10:30～10:50  12 月 21 日（水） 

ひろばで絵本を読んでみましょう♡わらべうたは一緒に覚えて歌 

ってみましょう♡ 

工作（第 1火曜 10:00～11:00）12月 6 日（火） 

掲示板の飾りを折り紙などで作ります。 

手づくり（第 2・4 水曜 10:00～11:30  12 月 14日(水)・28(水) 

研修室で“布おもちゃ” を作ったり、牛乳パックを使った工作 

をしたり・・・ひろばで使えるおもちゃを中心に作りましょう。 

 

アピタ 

アピタ 

アピタ アピタ 

アピタ アピタ 

アピタ 

お話会 
●はじめてのとことこ 

14:00～15:00 

●父親交流会 

14:00～15:00 

●保健活動推進員さん 

による健康チェック 

10:00～11:00 

成人の日 

●多胎ママ交流会 

10:30～11:30 

手作クラブ 

助産師さんのおっぱいサロン 

10:00～11:30 

●歌ってあそぼう！ 

13:00～13:20 

㊡ 

㊡ 

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 
●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 
13:30～14:30 

㊡ 
●わらべうたを 

歌ってみましょう 

10:30～10:50 

保育・教育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭさんの相談 

10:00～11:30 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

柳町地域ケアプラザ 

10:30～11:30 

出張とことこ 出張とことこ 出張とことこ 
プレイパーク 

手作クラブ 

●ストレッチ 

10:00～11:00 

Tutti の歌ってあそぼう！ 
12 月 8 日(木) 13:00～13:20 

会場：とことこ ひろば 1 

とことこの利用者さんが講師となって 

歌と踊りの楽しい会を実施します。 

とことこクリスマスウィーク 

12 月 5 日(月)～10 日(土)  9 日(金)を除く 会場：とことこ ひろば 

この週はクリスマスウィークとして、午前と午後に一度ずつちょっと

したイベントを行う予定です。普段活動しているママたちや学生さん、

とことこのスタッフなど・・・何をするかはお楽しみです。ちょっとし

たクリスマス気分を一緒に楽しみましょう。 

なおイベントの時間は午前は 10 時 30 分頃～、午後は 14 時頃～を

予定しています。（変更の場合もあります。） 

●これから子どもの 

生まれるプレママの会 

10:00～11:00 

年始休館 

●親子で楽しくリフレッシュ 

・11:00～12:00 

・13:00～14:00 

●両親が近くにいない

ママで話しましょう。

14:00～15:00 

●0 歳児のママで 

話しましょう。 

14:00～15:00 

●お出かけの苦手なママ 

14:00～15:00 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

●under25 ママ 

14:00～15:00 

工作クラブ 
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金沢区地域子育て支援拠点 

「とことこ」 
開館 月～木 土 

9:30～16:00 

(ランチタイム 11:00～13:00) 

 

休館日 金曜 日曜 祝日 年末年始 

利用料・登録料は無料です 

駐輪場・駐車場はありません 

℡ 045-780-3205 

横浜子育てパートナーより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者さんから（ママのコラム） 
娘小２、長男年中、次男２歳の３人のママしてます。長男が幼稚

園に入園して、落ち着いたころに仕事をはじめました。なので、とこ

とこに行ける日がなくなってしまい・・・（休みが金曜日が多くとこ

とこはお休み（泣）） 

今日久々にとことこに来たら、スタッフさんも子ども達のことを覚

えていてくれて、とことこに行くとほんわかな気分になります。 

 仕事休みにとことこが開いている日が合えば次男坊だけでも連

れて行こうと思います。（ＭＯＭのママ） 

ボランティアさん募集しています。 
とことこをお手伝いしてくださる方を募集しています。子ども

の遊び相手の他、とことこ通信を一緒に作ったり、手作りおもち

ゃを作ったり・・・ご都合の良い時間にお手伝い下さい。詳細に

ついては受付にお声かけ下さい。※とことこは「よこはまシニア

ボランティアポイント」の対象施設です。たまご（他孫）育て、

してみませんか？ 

とことこホームページ http://tokotoko-kanazawa.jp とことこブログ http://tokotoko857.jp/ 

とことこへのメールはこちらへ tokotoko@tokotoko-kanazawa.jp 
 

子育て情報スマートタッチ！「あなた」へ届ける情報があります！！ 

「かなざわ育ナビ.net」 http://kirakana.city.yokohama.lg.jp/ 

「赤ちゃん」・「子ども」・「家庭」様々な子育て支援情報を掲載  

金沢区子ども家庭支援課 http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kodomo/2-1.html 

育児講座実施しました 
10 月 29 日（土）10:00～11:00 

会場：とことこひろば 2  参加者 10 名 

講師：東京モンテッソーリ教育研究所 教員養成コース講師 溝脇しのぶ氏 

今回のテーマは「おっぱいに“さよなら”」（離乳・卒乳）でした。

お仕事の復帰とあわせて考える方、いつまであげるのが良いのかを考

えている方など様々な動機で参加していました。今回はプロジェクタ

ーを使い、実際の保育園での食事の様子を動画で見ることができまし

た。小さなうちから、環境と声のかけ方でいろいろなことが出来るよ

うになります。子どもの持っている力はすごいですね。アンケートか

らは「無理強いせずに、食べる量 

は子ども自身が決めるということ 

にびっくりした。」「映像や体験談 

をふまえた話は分かりやすく勇気 

がもらえた。」といった感想があり 

ました。 

とことこ通信の設置場所募集しています！ 
区民に広く周知し、読みたい方の手に届きやすくなるように、とこ

とこ通信の新たな設置先を募集します。興味のある方はどうぞお気軽

にお問い合わせください。 

こんにちは。今月は、１０月から始まりました、アピタ金

沢文庫店での出張相談についてお話します。アピタ２Ｆにあ

る「こどものあそびば」で、毎月２回／月・水（12:00～14:00）

にパートナー出張相談（予約不要）をさせていただくことに

なりました。 

あそび場でお子さんを遊ばせながらお話しを聞くことがで

きますので、気軽にいらしてくださいね。ただ、時間に限り

があるので、個別相談は３０分までとさせていただいていま

すが…人数にもよりますので、臨機応変にいきたいと思って

います！ 

パートナー以外の月・水も、とことこスタッフによる手遊

び・絵本の読み聞かせ・親子体操など、楽しい企画を用意し

ています。 

ぜひ、一度あそびに来てみてくださいね！ 

きょうだい児について語ろう 実施しました！ 
11 月 15 日（火）10:15～11:30 

会場：釜利谷地区センター 和室  参加者：5 名 子ども１１名 

本年度 6 回、区内各地域で実施している講座の 4 回目です。釜利谷

地区センターの和室をお借りして区の保健師さんとともに行いまし

た。今回は 7 名の申し込みがあり参加者は 5 名。人数が少ない時は少

ないなりの良さがあり、それぞれの方に思いをたくさんお話しいただ

くことが出来ました。「上の子どものペースに合わせてあげたいけど出

来なくて・・・厳しく叱ってしま 

ったり・・・」いろんな思いを共 

有したり、対応方法を話したりす 

ることができました。以降は 

１月１６日（月）“おりーぶ”さん 

３月１４日（火）“ふきのとう”さん 

でそれぞれ実施予定です。 

＜横浜子育てパートナー 予約・相談専用電話＞ 

０４５－７０１－３１０１ 
 

メルマガ登録しませんか？ 
区内のイベント等の情報を、月に 1 回第一火

曜日に携帯用に配信しています。 

通信とは別の“ママのコラム”、献立情報、

区役所や動物園の情報も掲載しています。 

是非ご登録ください♡  
 

※右のＱＲコードから 

登録できます。 


