
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あけましてお

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

楽しい。」と思えるようにするには“何をすれば良い

います。とことこは

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

待ちしています。

1 月の
サークルに興味のあるママたち！

スタッフと

○釜利谷地区

西金沢小学校コミュニティハウス

※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。

地域のサロンにスタッフが伺いました！
 

 
子育て応援隊
第３木曜日／１０：３０～１１：３０

活動場所：

朝比奈インター近くのブックオフの坂を上り、クリエイト東朝

比奈店の横のマンション１階にある湘南八景自治会館で、月に１

度開かれている「子育て応援隊」。保健活動推進員、主任児童委

員、民生・

育てを応援しています。今回の活動は、『

ということで、子育てサークルの「あさひなーぜ」もコラボ参加

して、ハロウィンの飾りつけをして、フォトブースを作りました。

ジャックオーランタンのバスケットを、紙コップとオレンジの色

紙を使って作りました。その後、マンションの中庭のお店や会社

を回り、「トリックオアトリート！」と言いながら、みんなでお

菓子をもらいました。

毎月、いろいろな企画で親子を楽しませてくれるサロンです。

ぜひ、遊びに行ってみてください

 

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています
場所：アピタ金沢文庫店

毎週月曜

 

１月の予定

日 

1 

8 

15 

22 

29 

「パ」
※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/koho/botanroom/2016/2016

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

楽しい。」と思えるようにするには“何をすれば良い

います。とことこは

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

待ちしています。

月のサークル見学
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！

○釜利谷地区 ママヨガこあらっこ

西金沢小学校コミュニティハウス

※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。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

子育て応援隊
第３木曜日／１０：３０～１１：３０

活動場所：湘南八景自治会館

朝比奈インター近くのブックオフの坂を上り、クリエイト東朝

比奈店の横のマンション１階にある湘南八景自治会館で、月に１

度開かれている「子育て応援隊」。保健活動推進員、主任児童委

員、民生・児童委員、自治会の地区長がスタッフとして地域の子

育てを応援しています。今回の活動は、『

ということで、子育てサークルの「あさひなーぜ」もコラボ参加

して、ハロウィンの飾りつけをして、フォトブースを作りました。

ジャックオーランタンのバスケットを、紙コップとオレンジの色

紙を使って作りました。その後、マンションの中庭のお店や会社

を回り、「トリックオアトリート！」と言いながら、みんなでお

菓子をもらいました。

毎月、いろいろな企画で親子を楽しませてくれるサロンです。

ぜひ、遊びに行ってみてください

 

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています
場所：アピタ金沢文庫店

毎週月曜・水曜 12:00

月の予定 

月 火 

2 3 

9 10 

16◎ 17 

23◎ 24 

30◎ 31 

」は子育てパートナーが出張します
※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。
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めでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

楽しい。」と思えるようにするには“何をすれば良い

います。とことこは 1 月 4

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

待ちしています。 

サークル見学会 
サークルに興味のあるママたち！

いっしょに見学に行きましょう！

ママヨガこあらっこ

西金沢小学校コミュニティハウス

※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。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

子育て応援隊 

第３木曜日／１０：３０～１１：３０

湘南八景自治会館 

朝比奈インター近くのブックオフの坂を上り、クリエイト東朝

比奈店の横のマンション１階にある湘南八景自治会館で、月に１

度開かれている「子育て応援隊」。保健活動推進員、主任児童委

児童委員、自治会の地区長がスタッフとして地域の子

育てを応援しています。今回の活動は、『

ということで、子育てサークルの「あさひなーぜ」もコラボ参加

して、ハロウィンの飾りつけをして、フォトブースを作りました。

ジャックオーランタンのバスケットを、紙コップとオレンジの色

紙を使って作りました。その後、マンションの中庭のお店や会社

を回り、「トリックオアトリート！」と言いながら、みんなでお

菓子をもらいました。 

毎月、いろいろな企画で親子を楽しませてくれるサロンです。

ぜひ、遊びに行ってみてください

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています
場所：アピタ金沢文庫店 2 階こどものあそびば

12:00～14:00

 水 

 4◎パ 5

 11◎パ 12

 18◎ 19

 25◎ 26

   

は子育てパートナーが出張します
※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/koho/botanroom/2016/2016

めでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

楽しい。」と思えるようにするには“何をすれば良い

4 日（水）から通常通り開館します。年末年始にあった楽しか

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

サークルに興味のあるママたち！ 

いっしょに見学に行きましょう！

ママヨガこあらっこ 1/23(

西金沢小学校コミュニティハウス 

※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。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

第３木曜日／１０：３０～１１：３０ 

朝比奈インター近くのブックオフの坂を上り、クリエイト東朝

比奈店の横のマンション１階にある湘南八景自治会館で、月に１

度開かれている「子育て応援隊」。保健活動推進員、主任児童委

児童委員、自治会の地区長がスタッフとして地域の子

育てを応援しています。今回の活動は、『Happy

ということで、子育てサークルの「あさひなーぜ」もコラボ参加

して、ハロウィンの飾りつけをして、フォトブースを作りました。

ジャックオーランタンのバスケットを、紙コップとオレンジの色

紙を使って作りました。その後、マンションの中庭のお店や会社

を回り、「トリックオアトリート！」と言いながら、みんなでお

毎月、いろいろな企画で親子を楽しませてくれるサロンです。

ぜひ、遊びに行ってみてくださいね！ 

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています
階こどものあそびば

14:00 

木 金 土

5 6 7 

12 13 14

19 20 21

26 27 28

   

は子育てパートナーが出張します。 
※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/koho/botanroom/2016/2016

めでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

楽しい。」と思えるようにするには“何をすれば良い

日（水）から通常通り開館します。年末年始にあった楽しか

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

 

1/23(月)10:00～11

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。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

朝比奈インター近くのブックオフの坂を上り、クリエイト東朝

比奈店の横のマンション１階にある湘南八景自治会館で、月に１

度開かれている「子育て応援隊」。保健活動推進員、主任児童委

児童委員、自治会の地区長がスタッフとして地域の子

Happy ハロウィン』

ということで、子育てサークルの「あさひなーぜ」もコラボ参加

して、ハロウィンの飾りつけをして、フォトブースを作りました。

ジャックオーランタンのバスケットを、紙コップとオレンジの色

紙を使って作りました。その後、マンションの中庭のお店や会社

を回り、「トリックオアトリート！」と言いながら、みんなでお

毎月、いろいろな企画で親子を楽しませてくれるサロンです。

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています
階こどものあそびば 

土 
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28 

※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/koho/botanroom/2016/2016

アピタ金沢文庫店２階こどものあそびばにて、毎週月

曜日と水曜日の

出張しています。

皆さんが多く遊びに来るのは

返りをうち始めた赤ちゃんから、

のが楽しい盛りの子ども達が多いです。同じくらいの月

齢・年齢のお子さんをもつママ達の交流の場にもなって

いますよ。

子育てパートナーの相談日や手遊び読み聞かせ等の企

画日もあるので、お買物のついでにでもぜひお立ち寄り

くださいね。お待ちしています。

めでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

楽しい。」と思えるようにするには“何をすれば良いか”広い視点で考えていきたいと思

日（水）から通常通り開館します。年末年始にあった楽しか

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

11:30 

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。 

地域のサロンにスタッフが伺いました！ 

朝比奈インター近くのブックオフの坂を上り、クリエイト東朝

比奈店の横のマンション１階にある湘南八景自治会館で、月に１

度開かれている「子育て応援隊」。保健活動推進員、主任児童委

児童委員、自治会の地区長がスタッフとして地域の子

ハロウィン』

ということで、子育てサークルの「あさひなーぜ」もコラボ参加

して、ハロウィンの飾りつけをして、フォトブースを作りました。

ジャックオーランタンのバスケットを、紙コップとオレンジの色

紙を使って作りました。その後、マンションの中庭のお店や会社

を回り、「トリックオアトリート！」と言いながら、みんなでお

毎月、いろいろな企画で親子を楽しませてくれるサロンです。 

釜利谷親子ほっとサロン
 

 

 

 

 

 
 
 

「釜利谷親子ほっとサロン」は、平成１８年に始めた今年で１

１年目になるサロンです。黄色いエプロンを着け、温かい笑顔で

迎え入れてくれるスタッフさんは、釜利谷子育て連絡会（発足１

５年）の方々。ケアプラザの広い多目的室には、マットが敷き詰

められ、元気なお子さんに人気のトンネルやボールプール、赤ち

ゃんにはママと落ち着けるスペースがあり、さまざまなお子さん

に対応しているサロンです。今日はノンプログラムでしたが、１

５組の親子の参加がありました。（隔月イベントの時には３０組

ぐらいになるそうです！）

また３年前から釜利谷保育園と共催で行う、園庭での外遊びが

できる「釜利谷親子ほっとサロン」もあります。ジャングルジム・

鉄棒・滑り台・砂場などで遊び、回廊でお弁当を食べることもで

きます。ママやお子さんの居心地のいい場所がある「釜利谷親子

ほっとサロン」ぜひ！遊びに行ってみてくださいね。

 

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています

※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/koho/botanroom/2016/2016-3.html#h281121

アピタ金沢文庫店２階こどものあそびばにて、毎週月

曜日と水曜日の 12 時～

出張しています。 

皆さんが多く遊びに来るのは

返りをうち始めた赤ちゃんから、

のが楽しい盛りの子ども達が多いです。同じくらいの月

齢・年齢のお子さんをもつママ達の交流の場にもなって

いますよ。 

子育てパートナーの相談日や手遊び読み聞かせ等の企

画日もあるので、お買物のついでにでもぜひお立ち寄り

くださいね。お待ちしています。

スタッフ

毎週木曜日／

めでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

か”広い視点で考えていきたいと思

日（水）から通常通り開館します。年末年始にあった楽しか

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

釜利谷親子ほっとサロン

 

 

 

 

 
 
 

「釜利谷親子ほっとサロン」は、平成１８年に始めた今年で１

１年目になるサロンです。黄色いエプロンを着け、温かい笑顔で

迎え入れてくれるスタッフさんは、釜利谷子育て連絡会（発足１

５年）の方々。ケアプラザの広い多目的室には、マットが敷き詰

められ、元気なお子さんに人気のトンネルやボールプール、赤ち

ゃんにはママと落ち着けるスペースがあり、さまざまなお子さん

に対応しているサロンです。今日はノンプログラムでしたが、１

５組の親子の参加がありました。（隔月イベントの時には３０組

ぐらいになるそうです！）

また３年前から釜利谷保育園と共催で行う、園庭での外遊びが

できる「釜利谷親子ほっとサロン」もあります。ジャングルジム・

鉄棒・滑り台・砂場などで遊び、回廊でお弁当を食べることもで

きます。ママやお子さんの居心地のいい場所がある「釜利谷親子

ほっとサロン」ぜひ！遊びに行ってみてくださいね。

 

「アピタこどものあそびば」に、とことこスタッフが出張しています 

※金沢区ホームページ「ぼたんちゃんの部屋」にもアピタこどものあそびばが紹介されています。 
3.html#h281121-2 

第 22 回どんど焼き
1 月 14 日（土）

場所：海の公園

どんど焼きはお正月飾りを焼いてその火にあたったり、その火で焼

いた団子を食べて無病息災を願います。

当日は会場内舞台で木遣り・祭囃子・獅子舞が披露されるほか、

書初めコーナーやどんどで焼いて食べる団子の販売、餅つきやレク

リエーションコーナーなど、楽しいイベントも開催されます。

アピタ金沢文庫店２階こどものあそびばにて、毎週月

時～14 時の間とことこスタッフが

皆さんが多く遊びに来るのは 12 時半頃。

返りをうち始めた赤ちゃんから、2・3

のが楽しい盛りの子ども達が多いです。同じくらいの月

齢・年齢のお子さんをもつママ達の交流の場にもなって

子育てパートナーの相談日や手遊び読み聞かせ等の企

画日もあるので、お買物のついでにでもぜひお立ち寄り

くださいね。お待ちしています。 

スタッフより 

毎週木曜日／10:00

活動場所：釜利谷保育園

（園庭開放） 

めでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

金沢区内で子育てをする方々が「大変な事もたくさんあるけれど、子育てをしていて

か”広い視点で考えていきたいと思

日（水）から通常通り開館します。年末年始にあった楽しか

ったこと、大変だったことなど、お話しに来ていただけませんか？スタッフみんなでお

釜利谷親子ほっとサロン

「釜利谷親子ほっとサロン」は、平成１８年に始めた今年で１

１年目になるサロンです。黄色いエプロンを着け、温かい笑顔で

迎え入れてくれるスタッフさんは、釜利谷子育て連絡会（発足１

５年）の方々。ケアプラザの広い多目的室には、マットが敷き詰

められ、元気なお子さんに人気のトンネルやボールプール、赤ち

ゃんにはママと落ち着けるスペースがあり、さまざまなお子さん

に対応しているサロンです。今日はノンプログラムでしたが、１

５組の親子の参加がありました。（隔月イベントの時には３０組

ぐらいになるそうです！） 

また３年前から釜利谷保育園と共催で行う、園庭での外遊びが

できる「釜利谷親子ほっとサロン」もあります。ジャングルジム・

鉄棒・滑り台・砂場などで遊び、回廊でお弁当を食べることもで

きます。ママやお子さんの居心地のいい場所がある「釜利谷親子

ほっとサロン」ぜひ！遊びに行ってみてくださいね。

 

回どんど焼き 
日（土）13：00 火入れ

場所：海の公園 主催：横浜金沢観光協会

どんど焼きはお正月飾りを焼いてその火にあたったり、その火で焼

いた団子を食べて無病息災を願います。

会場内舞台で木遣り・祭囃子・獅子舞が披露されるほか、

書初めコーナーやどんどで焼いて食べる団子の販売、餅つきやレク

ションコーナーなど、楽しいイベントも開催されます。

アピタ金沢文庫店２階こどものあそびばにて、毎週月

時の間とことこスタッフが

時半頃。1 歳前の寝

3 歳の体を動かす
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※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。

 

へ 

の歌ってあそぼう！
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

歌と踊りの楽しい会を

実施します。 

●保健活動推進員さん

による健康チェック

10:00～11:0

●はじめてのとことこ

14:00～15:00

●父親交流会 

15:00 

 ■子育てサポート

入会説明

とことこ研修室

13:30～

 
●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

柳町地域ケアプラザ

10:30～11:30

プレイパーク

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室

とことこ研修室

10:00～12:00

キラキラママの親子で楽しくリフレッシュ ※申込み受付中

14:00(ヨチヨチ歩き～

音楽に合わせて親子で楽しく健康体操。心も体もスッキリ爽やか♪ 

柴田久美子先生 遠渡常美先生

 

 

 

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

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

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

※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。 

の歌ってあそぼう！ 
13:20 

1 

とことこの利用者さんが講師と

歌と踊りの楽しい会を

保健活動推進員さん 

による健康チェック 

11:00 

●はじめてのとことこ 

15:00 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

～14:30 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

要申込) 

 

■子育てサポート 

要申込) 

地域ケアプラザ 

11:30 

プレイパーク 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

とことこ研修室(要申込) 

12:00 

※申込み受付中 

ヨチヨチ歩き～) 

 

常美先生 
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1 月の
とことこでは様々な“テーマ”や“対象”で

ーマは利用者さんから、

5

7

7

10

13

16

17

19

26

2017

日本で困っていること、ありませんか？

1 月

会場：とことこ
 

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

大人のストレッチ
1 月

会場：とことこ

子育て中のママ達の為のストレッチ。

※講

日 

 

 

㊡ 

 

㊡ 

 

㊡ 

 

㊡ 

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

ーマは利用者さんから、

日にち 

5 日（木） 10:0

7 日（土） 14:00

7 日（土） 14:0

10 日（火） 10:3

13 日（金） 10:00

16 日（月） 14:00

17 日（火） 14:00

19 日（木） 14:00

26 日（木） 14:00

017 年 2

日本で困っていること、ありませんか？

月 18 日(水) 14:0

会場：とことこ ひろば

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

大人のストレッチ
月 26 日(木) 10:00

会場：とことこ ひろば

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。

月 

 

 

6 

 

13 

 

20 

 

27 

 

語り合いや交流会 
とことこでは様々な“テーマ”や“対象”で

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。

時間 

10:00～11:00

14:00～15:00

14:00～15:00

10:30～11:30

10:00～12:00

14:00～15:00

14:00～15:00

14:00～15:00

14:00～15:00

2 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
) 14:00～15:00 

ひろば 2     共催

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

大人のストレッチ  

) 10:00～11:00  

ひろば 2 

子育て中のママ達の為のストレッチ。

師は金沢スポーツセンターの方です。

小児科医の健康相談

10:00～11:30

出張とことこ

プレイパーク

●転勤族のママ同士で

話しましょう。 

14:00～15:00 

出張とことこ

●はじめてのとことこ

14:00～15:00 

 

7 

 

14 

21 

 

28 

 

 
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

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。

0 これから子どもの生まれるプレママの会

15:00 父親交流会 

0 はじめてのとことこ

0 多胎ママ交流会

:00 発達に不安のあるママで話

15:00 両親が近くにいないママで話しましょう

15:00 0 歳児のママ同士で話しましょう

15:00 お出かけが苦手なママで話しましょう

15:00 25 歳以下のママで話しましょう。

希望するテーマ・対象をスタッフにお知らせください。

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 

 

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

 

子育て中のママ達の為のストレッチ。 

師は金沢スポーツセンターの方です。 

小児科医の健康相談 

11:30 

出張とことこ 

■子育てサポート

入会説明会

とことこ研修室

13:30

プレイパーク 

●多胎ママ交流会

10:30～

出張とことこ

●転勤族のママ同士で 

 

 

出張とことこ 

●アラフォーママ

話しましょう。

14:00～

アピタ 

アピタ 

アピタ 

アピタ 

工作クラブ

●はじめてのとことこ 

 

火 

1

 

8

 

15

  

22

 

 

スタッフがファシリテーターとなり

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。

テーマ 

これから子どもの生まれるプレママの会

 

はじめてのとことこ 

多胎ママ交流会 

発達に不安のあるママで話

両親が近くにいないママで話しましょう

歳児のママ同士で話しましょう

お出かけが苦手なママで話しましょう

歳以下のママで話しましょう。

希望するテーマ・対象をスタッフにお知らせください。

 

：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。

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

:30～14:30 

●

14:00

●多胎ママ交流会 

～11:30 

●わらべうたを

歌ってみましょう

10:30

出張とことこ 

アラフォーママで 

話しましょう。 

～15:00 

お話会

クラブ 手作

手作

☆多文化ママのお話会

14:00

 

●

水 

1 

 

8 

 

15 

 

22 

 

 

 

スタッフがファシリテーターとなり

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。

これから子どもの生まれるプレママの会 

発達に不安のあるママで話しましょう。 

両親が近くにいないママで話しましょう 

歳児のママ同士で話しましょう 

お出かけが苦手なママで話しましょう 

歳以下のママで話しましょう。 

希望するテーマ・対象をスタッフにお知らせください。

：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

共催です。 

スタッフと一緒に、

みませんか？

読み聞かせ・わらべうた

ひろばで絵本を読んでみましょう

ってみましょう

工作（第

掲示板の飾りを折り紙などで作ります。

手づくり（第

研修室で“布おもちゃ”

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。

 

●二人以上の子育てを

しているママ同士で

話しましょう。 

14:00～15:00 

出張とことこ

●わらべうたを 

歌ってみましょう 

10:30～10:50 

出張とことこ

お話会 アピタ

アピ

アピタ

アピタ

手作クラブ 

手作クラブ 

☆多文化ママのお話会 

14:00～15:00 

 

●1 歳児のママで 

話しましょう。 

14:00～15:00 

木

2 

 

9 

 

16 

 

23 

 

 

 

スタッフがファシリテーターとなり「当事者による語

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。

場所 

 

全て 

とことこ

ひろば  

 

希望するテーマ・対象をスタッフにお知らせください。

1 月のとことこいろいろクラブ
スタッフと一緒に、

みませんか？ 

読み聞かせ・わらべうた

読み聞かせ 第

わらべうた 第

ひろばで絵本を読んでみましょう

ってみましょう

工作（第 1火曜 

掲示板の飾りを折り紙などで作ります。

手づくり（第 2・4

研修室で“布おもちゃ”

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。

 

●これから子どもの

生まれるプレ

10:00～11

二人以上の子育てを 

しているママ同士で 

 

 

助産師さんのおっぱいサロン

10:00～11:30

●歌ってあそ

13:00～13:20

出張とことこ 

保育・教育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

さんの相談 

10:00～11:30

出張とことこ 

土谷先生の相談

14:00～16:0

アピタ 

アピタ 

アピタ 

アピタ 

出張とことこ

 

 

 

●ストレッチ

10:00

木 

3 

 

10

 

17

24

 

 

 

「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

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。 

申込 

全て

不要 

子どもが生まれたらどんな感じかな。

他のパパはどう

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。

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

休館日に、この企画のみ実施

どんな工夫をしてますか？

利用者さんの提案により開催します。

前回好評につき再び開催します。

同世代でお話

希望するテーマ・対象をスタッフにお知らせください。 

月のとことこいろいろクラブ
スタッフと一緒に、読み聞かせをしたり、壁面の飾り

読み聞かせ・わらべうた 

第 1 水曜 11:00～

第 3 水曜 10:30～

ひろばで絵本を読んでみましょう

♡ 

10:00～11:00）

掲示板の飾りを折り紙などで作ります。

4 水曜 10:00～11:30

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。

●発達に不安の

10:00

㊡ これから子どもの 

生まれるプレママの会 

11:00 

助産師さんのおっぱいサロン 

11:30 

歌ってあそぼう！ 

13:20 

保育・教育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 

 

11:30 

の相談 

16:00 

出張とことこ 

●ストレッチ 

～11:00 

現在ひろばに

クラブの方による制作です。

金 

 

 

10 

 

17 

㊡ 

24 

㊡ 

 

り合いの会」を実施しています。ほとんどのテ

備考

子どもが生まれたらどんな感じかな。

他のパパはどうしているのかな？

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。

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

休館日に、この企画のみ実施

どんな工夫をしてますか？

利用者さんの提案により開催します。

前回好評につき再び開催します。

同世代でお話しましょう。

月のとことこいろいろクラブ
読み聞かせをしたり、壁面の飾り

～11:30  1 月 4

～10:50  1 月 18

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

）※今月はお休みです。

掲示板の飾りを折り紙などで作ります。 

11:30 1 月 11 日（水）

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。

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 

 
●父親交流会 

14:00～15:00

㊡ 

現在ひろばに置いてあるお家は、手作り

クラブの方による制作です。

土 

4 

 

11 

㊡ 

18 

 

25 

 

 

 

り合いの会」を実施しています。ほとんどのテ

備考 

子どもが生まれたらどんな感じかな。

しているのかな？ 

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。

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。

休館日に、この企画のみ実施です。 

どんな工夫をしてますか？ 

利用者さんの提案により開催します。

前回好評につき再び開催します。 

しましょう。 

月のとことこいろいろクラブ 
読み聞かせをしたり、壁面の飾りを作ったりして

4 日（水） 

18 日（水） 

わらべうたは一緒に覚えて歌

※今月はお休みです。 

日（水）・25 日（水）

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。

●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

富岡地域ケアプラザ

13:30～14:
 

15:00 

■子育てサポート

入会説明会

とことこ研修室

10:30～11

●育児講座 

10:00～11:00 

●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 

建国記念の日

置いてあるお家は、手作り

クラブの方による制作です。 

 

 

り合いの会」を実施しています。ほとんどのテ

子どもが生まれたらどんな感じかな。 

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。 

双子ちゃん三つ子ちゃんの養育者でお

です。 

 

利用者さんの提案により開催します。 

作ったりして

わらべうたは一緒に覚えて歌 

日（水） 

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。 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

要申込) 

 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

富岡地域ケアプラザ 

14:30 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

11:30 

 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

要申込) 

 

の日 

置いてあるお家は、手作り



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ランチタイム

休館日

利用者さんから（ママのコラム）
一週間前から、授乳の度に「○日におっぱいおしまいだよ。」と語

りかけ、やっと断乳に成功しました。断乳一日目は正直一時間以上泣

かれる覚悟でいましたが、横でくっついているだけで寝てくれまし

た。夜泣きも五日目でなくなり、子どもを産んでから初めて一晩眠る

ことができ、感動しました。一歳だからうまく伝わるか心配でしたが、

こちらの言葉はきちんと伝わっているんだなと実感し、言葉遣いや行

動にもっと気を付けようと思いました。

とことこ

とことこ
 

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

「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

第 4

11

会場：

来場者
今年で

自身の“やりたい！”を叶えるように、主任児童委員さん金沢区役所

の方々とともにお手伝いをさせていただきました。

りに慣れてきた方も多く、

準備は当日

かり間に合いました。いず

れのブースのママ達も輝い

て見えた素敵なお祭りでし

た！みなさまありがとうご

ざいました。

「とことこクリスマスウィーク」
12 月

会場：とことこひろば

サークルのママ達や地域の方々、子育て

員さんや大学生、パパ達にご協力いただき実施した“とことこクリス

マスウィーク”

と子どもの笑顔がとてもステキ

合唱を聞いて、活動に興味を持ったママもいたようです。

かけに

とことこ通信
2016

金沢区地域子育て支援拠点

「とことこ
開館 

9:30

ランチタイム 

休館日 金曜 日曜

利用料・登録料は無料です

駐輪場・駐車場はありません

℡ 045-

利用者さんから（ママのコラム）
一週間前から、授乳の度に「○日におっぱいおしまいだよ。」と語

りかけ、やっと断乳に成功しました。断乳一日目は正直一時間以上泣

かれる覚悟でいましたが、横でくっついているだけで寝てくれまし

た。夜泣きも五日目でなくなり、子どもを産んでから初めて一晩眠る

ことができ、感動しました。一歳だからうまく伝わるか心配でしたが、

こちらの言葉はきちんと伝わっているんだなと実感し、言葉遣いや行

動にもっと気を付けようと思いました。

とことこホームページ
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4 回 キラキラ金沢っ子ファミリーフェスタ

11 月 27 日（日

会場：能見台地区センター

来場者 211 世帯子ども
今年で 4 年目になる「キラキラ金沢っ子ファミリーフェスタ」。ママ達

自身の“やりたい！”を叶えるように、主任児童委員さん金沢区役所

の方々とともにお手伝いをさせていただきました。

りに慣れてきた方も多く、

準備は当日の朝からでしっ

かり間に合いました。いず

れのブースのママ達も輝い

て見えた素敵なお祭りでし

た！みなさまありがとうご

ざいました。 

「とことこクリスマスウィーク」
月 5 日（月）～12

会場：とことこひろば

サークルのママ達や地域の方々、子育て

員さんや大学生、パパ達にご協力いただき実施した“とことこクリス

マスウィーク” 合唱・コーラス・演奏・読み聞かせなど、

と子どもの笑顔がとてもステキ

合唱を聞いて、活動に興味を持ったママもいたようです。

かけに、つながりが広がっていったらいいですね。
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と子どもの笑顔がとてもステキな楽しい時間となりました。ママ達の

合唱を聞いて、活動に興味を持ったママもいたようです。

つながりが広がっていったらいいですね。
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つながりが広がっていったらいいですね。
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の方々とともにお手伝いをさせていただきました。4 年目となり段取
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楽しい時間となりました。ママ達の

合唱を聞いて、活動に興味を持ったママもいたようです。これをきっ

つながりが広がっていったらいいですね。 
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かれる覚悟でいましたが、横でくっついているだけで寝てくれまし

た。夜泣きも五日目でなくなり、子どもを産んでから初めて一晩眠る

ことができ、感動しました。一歳だからうまく伝わるか心配でしたが、
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自身の“やりたい！”を叶えるように、主任児童委員さん金沢区役所

年目となり段取

こんにちは。今月は、他区の子育てパートナーとの関係についてお

話します。「横浜子育てパートナー」は、各区の地域子育て支援拠点

に一人ずついるので…現在横浜市では１８人の子育てパートナーが

活動しています。月１回この１８人が集まって、活動のようすや、困

っていること、こんなこと始めました！などの話ができる連絡会をや

っています。１８人は研修からずっと一緒に頑張ってきた仲間ですの

で、各区

います。区を超えての情報が欲しい時や、市内への引っ越し先での不

安など…事前に子育てパートナーに話をしていただければ、他区のパ

ートナーと連携をとって、みなさんに合った「場」や「人」を紹介す

ることができると思います。

ぜひ、困った時には子育てパートナーを利用してみてくださいね。

ありがとうございました！  

サポートシステムの提供会

員さんや大学生、パパ達にご協力いただき実施した“とことこクリス

大人の笑顔

楽しい時間となりました。ママ達の
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ベビー服・子ども服のリサイクル
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会場：

地域で実施していた企画を「続けていく人がいないので・・・」との

お話から

います。残った洋服は施設に寄付することができ、良い循環になってい

ると思うのですが、人が多くなる

とマナーの問題がどうしても出て

きますね。

皆さんと一緒に考えていけたら

と思います。

 

横浜子育てパートナー

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

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

ボランティア

してみませんか？
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こんにちは。今月は、他区の子育てパートナーとの関係についてお

話します。「横浜子育てパートナー」は、各区の地域子育て支援拠点

に一人ずついるので…現在横浜市では１８人の子育てパートナーが

活動しています。月１回この１８人が集まって、活動のようすや、困

っていること、こんなこと始めました！などの話ができる連絡会をや

っています。１８人は研修からずっと一緒に頑張ってきた仲間ですの

で、各区のようすは違っても、何でも気軽に話ができる関係になって

います。区を超えての情報が欲しい時や、市内への引っ越し先での不

安など…事前に子育てパートナーに話をしていただければ、他区のパ

ートナーと連携をとって、みなさんに合った「場」や「人」を紹介す

ることができると思います。

ぜひ、困った時には子育てパートナーを利用してみてくださいね。

＜横浜子育てパートナー

メルマガ登録しませんか？
区内のイベント等

に携帯用に配信しています。

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。
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地域で実施していた企画を「続けていく人がいないので・・・」との

お話から 6 年ほど前に引き継ぎ、毎回多くの来場者に来ていただいて

います。残った洋服は施設に寄付することができ、良い循環になってい
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ートナーと連携をとって、みなさんに合った「場」や「人」を紹介す

ることができると思います。 
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