
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

19 日現在、市内

としては手洗い（アルコール消毒も有効）と、室内では

また咳が出る人は、マスクの着用を徹底しましょう。

先日利用者さんのリクエストにより実施した「

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

地域のサロンにスタッフが伺いました！
 

 にこにこ広場
第３金

活動場所：

対象：０才～未就園児（プレママも歓迎）

にこにこ広場は今年で１３年になる広

ングとお名前呼び、リラックスムードでスタートします。

わらべ歌、手遊び、次は、季節に合ったおもちゃ作り。今回は

「節分の鬼」。紙コップに角や手をつけて、顔を描いたらできあ

がり！お母さん方はお話しながら楽しそうに作っていました。

休憩をはさんで後半は、お楽しみタイムです。手遊び、紙芝居、

パネルシアター、そして最後にはお誕生会。みんなで歌に合わせ

てからだをゆすったり、拍手したり、笑顔がいっぱいでした。

アイディアいっぱいの企画で、みんなの笑顔で進める楽しい広

場です。申し込みの必要はなく自由参

と気軽に遊びに行ってみてくださいね。

もりのお茶の間
月・火・水・木・金／

活動場所：

１６号線「内川橋」を入ってすぐ、目を引く緑色のお家が、昨年

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

りました。５０

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

さいね！

 

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

日現在、市内

としては手洗い（アルコール消毒も有効）と、室内では

また咳が出る人は、マスクの着用を徹底しましょう。

先日利用者さんのリクエストにより実施した「

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

にこにこ広場
第３金曜日／１０：

活動場所：能見台地域ケアプラザ

対象：０才～未就園児（プレママも歓迎）

にこにこ広場は今年で１３年になる広

ングとお名前呼び、リラックスムードでスタートします。

わらべ歌、手遊び、次は、季節に合ったおもちゃ作り。今回は

「節分の鬼」。紙コップに角や手をつけて、顔を描いたらできあ

がり！お母さん方はお話しながら楽しそうに作っていました。

休憩をはさんで後半は、お楽しみタイムです。手遊び、紙芝居、

パネルシアター、そして最後にはお誕生会。みんなで歌に合わせ

てからだをゆすったり、拍手したり、笑顔がいっぱいでした。

アイディアいっぱいの企画で、みんなの笑顔で進める楽しい広

場です。申し込みの必要はなく自由参

と気軽に遊びに行ってみてくださいね。

もりのお茶の間
月・火・水・木・金／

活動場所：六浦東１－２－８

１６号線「内川橋」を入ってすぐ、目を引く緑色のお家が、昨年

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

りました。５００円で食べられる「ランチ」では、赤ちゃん連れでお母さんが食

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

さいね！ 

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

日現在、市内 18 区中

としては手洗い（アルコール消毒も有効）と、室内では

また咳が出る人は、マスクの着用を徹底しましょう。

先日利用者さんのリクエストにより実施した「

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

にこにこ広場 

曜日／１０：００～１１：３０

能見台地域ケアプラザ

対象：０才～未就園児（プレママも歓迎）

にこにこ広場は今年で１３年になる広

ングとお名前呼び、リラックスムードでスタートします。

わらべ歌、手遊び、次は、季節に合ったおもちゃ作り。今回は

「節分の鬼」。紙コップに角や手をつけて、顔を描いたらできあ

がり！お母さん方はお話しながら楽しそうに作っていました。

休憩をはさんで後半は、お楽しみタイムです。手遊び、紙芝居、

パネルシアター、そして最後にはお誕生会。みんなで歌に合わせ

てからだをゆすったり、拍手したり、笑顔がいっぱいでした。

アイディアいっぱいの企画で、みんなの笑顔で進める楽しい広

場です。申し込みの必要はなく自由参

と気軽に遊びに行ってみてくださいね。

もりのお茶の間 

月・火・水・木・金／10:00～16:00

六浦東１－２－８ ＴＥＬ

１６号線「内川橋」を入ってすぐ、目を引く緑色のお家が、昨年

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

０円で食べられる「ランチ」では、赤ちゃん連れでお母さんが食

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

区中 17 区で注意報か警報が出ています。（金沢区は注意報）予防

としては手洗い（アルコール消毒も有効）と、室内では

また咳が出る人は、マスクの着用を徹底しましょう。

先日利用者さんのリクエストにより実施した「

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

０～１１：３０ 

(多目的ホール）

対象：０才～未就園児（プレママも歓迎）  参加費

にこにこ広場は今年で１３年になる広場です。毎回、テーマソ

ングとお名前呼び、リラックスムードでスタートします。

わらべ歌、手遊び、次は、季節に合ったおもちゃ作り。今回は

「節分の鬼」。紙コップに角や手をつけて、顔を描いたらできあ

がり！お母さん方はお話しながら楽しそうに作っていました。

休憩をはさんで後半は、お楽しみタイムです。手遊び、紙芝居、

パネルシアター、そして最後にはお誕生会。みんなで歌に合わせ

てからだをゆすったり、拍手したり、笑顔がいっぱいでした。

アイディアいっぱいの企画で、みんなの笑顔で進める楽しい広

場です。申し込みの必要はなく自由参加ですので、是非、ふらり

と気軽に遊びに行ってみてくださいね。 

16:00（ランチ 11

ＴＥＬ：０４５－７０１－４８６０

１６号線「内川橋」を入ってすぐ、目を引く緑色のお家が、昨年

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

０円で食べられる「ランチ」では、赤ちゃん連れでお母さんが食

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

区で注意報か警報が出ています。（金沢区は注意報）予防

としては手洗い（アルコール消毒も有効）と、室内では

また咳が出る人は、マスクの着用を徹底しましょう。

先日利用者さんのリクエストにより実施した「

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

地域のサロンにスタッフが伺いました！

多目的ホール） 

参加費:100 円 

場です。毎回、テーマソ

ングとお名前呼び、リラックスムードでスタートします。 

わらべ歌、手遊び、次は、季節に合ったおもちゃ作り。今回は

「節分の鬼」。紙コップに角や手をつけて、顔を描いたらできあ

がり！お母さん方はお話しながら楽しそうに作っていました。

休憩をはさんで後半は、お楽しみタイムです。手遊び、紙芝居、

パネルシアター、そして最後にはお誕生会。みんなで歌に合わせ

てからだをゆすったり、拍手したり、笑顔がいっぱいでした。

アイディアいっぱいの企画で、みんなの笑顔で進める楽しい広

加ですので、是非、ふらり

11 時～14 時） 

０４５－７０１－４８６０

１６号線「内川橋」を入ってすぐ、目を引く緑色のお家が、昨年

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

０円で食べられる「ランチ」では、赤ちゃん連れでお母さんが食

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

区で注意報か警報が出ています。（金沢区は注意報）予防

としては手洗い（アルコール消毒も有効）と、室内では適度の湿度の保持が有効です。

また咳が出る人は、マスクの着用を徹底しましょう。 

先日利用者さんのリクエストにより実施した「0 歳児のママの語り合い」では、

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

地域のサロンにスタッフが伺いました！ 

 

場です。毎回、テーマソ

 

わらべ歌、手遊び、次は、季節に合ったおもちゃ作り。今回は

「節分の鬼」。紙コップに角や手をつけて、顔を描いたらできあ

がり！お母さん方はお話しながら楽しそうに作っていました。 

休憩をはさんで後半は、お楽しみタイムです。手遊び、紙芝居、

パネルシアター、そして最後にはお誕生会。みんなで歌に合わせ

てからだをゆすったり、拍手したり、笑顔がいっぱいでした。 

アイディアいっぱいの企画で、みんなの笑顔で進める楽しい広

加ですので、是非、ふらり

のびのび広場
第１金曜日／１０：００～１１：３０

活動場所：

対象：

今年で１０年になる「のびのび広場」。スタートから変わらな

いスタッ

てきました。

りおもちゃは『牛乳パックコマ』。牛乳パック・ペットボトルの

キャップでコマを作ったら、シールやテープで飾りつけをして出

来上がり！子どもたちがスタッフさんに「みてみて！」と嬉しそ

うに持ってきては、一生懸命コマを回す姿が可愛かったです。後

半は、からだを使ったあそびでスタート。紙芝居

最後は元気に「お誕生日のうた♪」に合わせてダンス。１月のお

誕生会をして終了しました。

手作りおもちゃは、毎回季節に合わせてスタッフのみなさんが

考えてくれていますので、参加月によって違うものが作れます。

子どもの笑顔を引き出すポケットがいっぱい！の「のびのび広

場」。ぜひ！遊びに行ってみてくださいね。
 

 

０４５－７０１－４８６０ 

１６号線「内川橋」を入ってすぐ、目を引く緑色のお家が、昨年 11 月 10

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

０円で食べられる「ランチ」では、赤ちゃん連れでお母さんが食

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

区で注意報か警報が出ています。（金沢区は注意報）予防

適度の湿度の保持が有効です。

歳児のママの語り合い」では、

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。

のびのび広場
第１金曜日／１０：００～１１：３０

活動場所：能見台地域ケアプラザ

対象：1 才半～未就園児

今年で１０年になる「のびのび広場」。スタートから変わらな

いスタッフのみなさんの笑顔に迎えられ、温かい気持ちで参加し

てきました。歌遊び・手遊びからスタートして、今年最初の手作

りおもちゃは『牛乳パックコマ』。牛乳パック・ペットボトルの

キャップでコマを作ったら、シールやテープで飾りつけをして出

来上がり！子どもたちがスタッフさんに「みてみて！」と嬉しそ

うに持ってきては、一生懸命コマを回す姿が可愛かったです。後

半は、からだを使ったあそびでスタート。紙芝居

最後は元気に「お誕生日のうた♪」に合わせてダンス。１月のお

誕生会をして終了しました。

手作りおもちゃは、毎回季節に合わせてスタッフのみなさんが

考えてくれていますので、参加月によって違うものが作れます。

子どもの笑顔を引き出すポケットがいっぱい！の「のびのび広

場」。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
場所：アピタ金沢

毎週月曜

 

2 月の予定

日 

 

5 

12 

19 

26 

「パ」

10 日

にオープンした「もりのお茶の間］です。様々な世代の方が交流できる地域の拠

点となっています。玄関に入ってすぐには「レンタルボックス」。地域の方々の

手作り品がいっぱい！小さいお子さん向けに、手づくりマスク・髪飾りなどもあ

０円で食べられる「ランチ」では、赤ちゃん連れでお母さんが食

べに来てくれるそうです。きっとホッとできる場所なのでしょうね。また地域で

支え・支えられの関係づくりの「ねこの手」もあります。お子さんの預かり等、

ちょっとしたお手伝いをお願いしたい時にぜひ利用してみてください。関東学院

大学の学生さんも「ねこの手」を貸したい！に登録してくれているそうです。そ

んなあったかい事がいっぱいの「もりのお茶の間」、ぜひ遊びに行ってみてくだ

 

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では

区で注意報か警報が出ています。（金沢区は注意報）予防

適度の湿度の保持が有効です。

歳児のママの語り合い」では、

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

環です。それぞれの方のペースで、つながりづくりができるといいですね。 

のびのび広場 

第１金曜日／１０：００～１１：３０

能見台地域ケアプラザ(

才半～未就園児     参加費：

今年で１０年になる「のびのび広場」。スタートから変わらな

フのみなさんの笑顔に迎えられ、温かい気持ちで参加し

歌遊び・手遊びからスタートして、今年最初の手作

りおもちゃは『牛乳パックコマ』。牛乳パック・ペットボトルの

キャップでコマを作ったら、シールやテープで飾りつけをして出

来上がり！子どもたちがスタッフさんに「みてみて！」と嬉しそ

うに持ってきては、一生懸命コマを回す姿が可愛かったです。後

半は、からだを使ったあそびでスタート。紙芝居

最後は元気に「お誕生日のうた♪」に合わせてダンス。１月のお

誕生会をして終了しました。 

手作りおもちゃは、毎回季節に合わせてスタッフのみなさんが

考えてくれていますので、参加月によって違うものが作れます。

子どもの笑顔を引き出すポケットがいっぱい！の「のびのび広

場」。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
場所：アピタ金沢

毎週月曜・水曜 12:00

月の予定 

月 火 

  

6◎ 7 

13◎ 14 

20◎パ 21 

27◎ 28 

」は子育てパートナーが出張します

2017

いよいよインフルエンザの流行時期となりました。横浜市衛生研究所の情報では 1 月

区で注意報か警報が出ています。（金沢区は注意報）予防

適度の湿度の保持が有効です。

歳児のママの語り合い」では、16

名のママにご参加いただき、来場者の多さに驚きました。とことこでは普段から、当事

者同士のつながりを大事にしていきたいと考えています。サークルさんの紹介もその一

第１金曜日／１０：００～１１：３０ 

(多目的ホール）

参加費：100 円 

今年で１０年になる「のびのび広場」。スタートから変わらな

フのみなさんの笑顔に迎えられ、温かい気持ちで参加し

歌遊び・手遊びからスタートして、今年最初の手作

りおもちゃは『牛乳パックコマ』。牛乳パック・ペットボトルの

キャップでコマを作ったら、シールやテープで飾りつけをして出

来上がり！子どもたちがスタッフさんに「みてみて！」と嬉しそ

うに持ってきては、一生懸命コマを回す姿が可愛かったです。後

半は、からだを使ったあそびでスタート。紙芝居

最後は元気に「お誕生日のうた♪」に合わせてダンス。１月のお

手作りおもちゃは、毎回季節に合わせてスタッフのみなさんが

考えてくれていますので、参加月によって違うものが作れます。

子どもの笑顔を引き出すポケットがいっぱい！の「のびのび広

場」。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
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 木

1◎ 2

 8◎パ 9

 15◎ 16

 22◎ 23

   

は子育てパートナーが出張します

2017 年 2

vol. 
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今年で１０年になる「のびのび広場」。スタートから変わらな

フのみなさんの笑顔に迎えられ、温かい気持ちで参加し

歌遊び・手遊びからスタートして、今年最初の手作

りおもちゃは『牛乳パックコマ』。牛乳パック・ペットボトルの

キャップでコマを作ったら、シールやテープで飾りつけをして出

来上がり！子どもたちがスタッフさんに「みてみて！」と嬉しそ

うに持ってきては、一生懸命コマを回す姿が可愛かったです。後

半は、からだを使ったあそびでスタート。紙芝居で落ち着いたら、

最後は元気に「お誕生日のうた♪」に合わせてダンス。１月のお

手作りおもちゃは、毎回季節に合わせてスタッフのみなさんが

考えてくれていますので、参加月によって違うものが作れます。

子どもの笑顔を引き出すポケットがいっぱい！の「のびのび広

 

「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 
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は子育てパートナーが出張します。 

2 月 
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今年で１０年になる「のびのび広場」。スタートから変わらな

フのみなさんの笑顔に迎えられ、温かい気持ちで参加し

歌遊び・手遊びからスタートして、今年最初の手作

りおもちゃは『牛乳パックコマ』。牛乳パック・ペットボトルの

キャップでコマを作ったら、シールやテープで飾りつけをして出

来上がり！子どもたちがスタッフさんに「みてみて！」と嬉しそ

うに持ってきては、一生懸命コマを回す姿が可愛かったです。後

で落ち着いたら、

最後は元気に「お誕生日のうた♪」に合わせてダンス。１月のお

手作りおもちゃは、毎回季節に合わせてスタッフのみなさんが

考えてくれていますので、参加月によって違うものが作れます。 
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専門家の相談日

2 月

横浜市大小児科の先生による個別相談です。

2 月

助産師：長利恵子さんによる前半はお話

後半は個別相談

｢卒乳・断乳について

2 月

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

育・教育コンシェルジュ

談をお受けします。

2 月

関東学院大学

子どもの発達に関わる相談です。

とことこカレンダー

2017

2
みんなで一緒に遊びましょう！

の開催に合わせて小さい子どもも遊べるように

をもうけます。

また、

時間は

※朝

 

6

13

15

16

21

22

27

日 

 

 

㊡ 

12 

㊡ 

19 

㊡ 

26 

㊡ 

専門家の相談日
エコチル調査についての啓発を含めた

月 6 日(月)10:00

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
月 9 日(木)10:00

助産師：長利恵子さんによる前半はお話

後半は個別相談。

卒乳・断乳について

保育・教育コンシェルジュさんの
月 16 日(木)10:00

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

育・教育コンシェルジュ

談をお受けします。

土谷先生の気軽に相談
月 21 日(火)14

関東学院大学 

子どもの発達に関わる相談です。

とことこカレンダー

2017 年 2

2 月の出張とことこ
みんなで一緒に遊びましょう！

の開催に合わせて小さい子どもも遊べるように

をもうけます。 

また、地域の子育て

時間は 10:00～11:30

※朝 9 時に雨の場合は中止。プレイパークは

 

6 日（月）六浦公園

13 日（月）能見台中央公園

15 日（水）走川公園

16 日（木）カメギ根

21 日（火）下ノ浜

22 日（水）釜利谷第四

27 日（月）東朝比奈地蔵前

月 
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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

)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
)10:00～11:30 

助産師：長利恵子さんによる前半はお話

。今回のテーマは

卒乳・断乳について｣です。 

保育・教育コンシェルジュさんの
)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

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 
)14:00～16:00 

 教授 臨床発達心理士

子どもの発達に関わる相談です。

とことこカレンダー

2 月 

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

 

子育て情報もお持ちします。

11:30、能見台中央公園は

の場合は中止。プレイパークは

公園 

能見台中央公園 

公園 

日（木）カメギ根公園 

下ノ浜公園 

釜利谷第四公園 

日（月）東朝比奈地蔵前公園

出張とことこ

小児科医の健康相談

10:00～11:30

プレイパーク

●はじめてのとことこ

14:00～15:00

●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
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※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

横浜市大小児科の先生による個別相談です。 

おっぱいサロン  

助産師：長利恵子さんによる前半はお話、 

今回のテーマは 

保育・教育コンシェルジュさんの相談
 

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

が、“子どもを預けること”にかかわる相

 
  ※日にち変更しています。

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 

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

情報もお持ちします。 

、能見台中央公園は 11:00

の場合は中止。プレイパークは 10

公園 

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
小児科医の健康相談 

11:30 

アピタ 工作クラブ

プレイパーク 

●多胎ママ交流会

10:30

アピタ 

●はじめてのとことこ 

15:00 

●転勤族のママ同士で 

話しましょう。 

15:00 
土谷先生

14:00
アピタ 

出張とことこ 

●アラフォーママ

話しましょう。

14:00

アピタ 

火 

 

 

 

 

 

※時間の変更等のある場合があります。

小児科医の相談 

相談 

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

が、“子どもを預けること”にかかわる相

※日にち変更しています。 

土谷みち子先生による

能見台中央公園は、プレイパーク

とことこコーナー

11:00～13:00 

10 時。 

■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 

クラブ 手作

●多胎ママ交流会 

10:30～11:30 

●わらべうたを

歌ってみましょう

10:30

☆多文化ママのお話会

14:00

 

出張とことこ 

土谷先生の相談 

:00～16:00 
手作

アラフォーママで 

話しましょう。 

14:00～15:00 

水 
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○横浜
 

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、

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

2 月 4

2 月 7

2 月 18
※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）

※時間の変更等のある場合があります。 

 

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

が、“子どもを預けること”にかかわる相

 

土谷みち子先生による

能見台中央公園は、プレイパーク

とことこコーナー

 

子育て支援関係者向け講座

“小沢かづとのあそびの引き出し
3 月 12

会 場：能見台地区センター

 

講 師：

内 容：オリジナルのあそび歌・体操・触れ合いあそび

簡単シアター・モノを使ったちょこっとあそびなど

会 場：能見台地区センター体育室（能見台東

対 象：区内で子育て支援に関わっている方、興味のある方

    

    

定 員：

参加費：無料

持ち物：タオル

申込先：

主催：

問合せ：

お話会 アピタ

●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

アピタ手作クラブ 

出張とことこ

●わらべうたを 

歌ってみましょう 

10:30～10:50 

アピタ

☆多文化ママのお話会 

14:00～15:00 

 

出張とことこ

アピタ手作クラブ 

●1 歳児のママで 

話しましょう。 

14:00～15:00 

木

2 

9 

16 

 

23 

 

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

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 

4 日（土） 

7 日（火） 

18 日（土） 
※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）

☎

子育て支援関係者向け講座

“小沢かづとのあそびの引き出し
12 日(日) 14:00

場：能見台地区センター

師：シンガーソングあそびライター

容：オリジナルのあそび歌・体操・触れ合いあそび

簡単シアター・モノを使ったちょこっとあそびなど

場：能見台地区センター体育室（能見台東

象：区内で子育て支援に関わっている方、興味のある方

    （保育園・幼稚園の先生もどうぞ）

    ※保育はありません

員：200 名（2/15

参加費：無料 

持ち物：タオルまたはハンカチ、紙コップ

申込先：金沢区役所 こども家庭支援課

℡ 045-788

主催：金沢区健やか子育て連絡会

問合せ：金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」

●これから子どもの

生まれるプレ

10:00～11

アピタ 

二人以上の子育てを 

しているママ同士で 

 

15:00 

助産師さんのおっぱいサロン

10:00～

●歌ってあそ

13:00～アピタ 

出張とことこ 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アピタ 

 

出張とことこ 
●ストレッチ

10:00

アピタ 
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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

会員制の有償のささえあい活動

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

時間 

13:30～14:30

13:30～14:30

10:30～11:30
※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

子育て支援関係者向け講座 

“小沢かづとのあそびの引き出し
) 14:00～15:30 

場：能見台地区センター 体育室

シンガーソングあそびライター

容：オリジナルのあそび歌・体操・触れ合いあそび

簡単シアター・モノを使ったちょこっとあそびなど

場：能見台地区センター体育室（能見台東

象：区内で子育て支援に関わっている方、興味のある方

（保育園・幼稚園の先生もどうぞ）

※保育はありません 

2/15（水）より申込順先着）

またはハンカチ、紙コップ

こども家庭支援課

788-7787 fax045

金沢区健やか子育て連絡会 

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」

㊡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 

●発達に不安の

10:00
歌ってあそぼう！ 

～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 

11:30 

●ストレッチ 

10:00～11:00 

金 
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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

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

14:30 富岡地域ケアプラザ

14:30 とことこ研修室

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） 

352-7110 へ

“小沢かづとのあそびの引き出し増やしま

体育室 

シンガーソングあそびライター 小沢かづとさん

容：オリジナルのあそび歌・体操・触れ合いあそび

簡単シアター・モノを使ったちょこっとあそびなど 

場：能見台地区センター体育室（能見台東 2-1）

象：区内で子育て支援に関わっている方、興味のある方

（保育園・幼稚園の先生もどうぞ） 

（水）より申込順先着） 

またはハンカチ、紙コップ 2 個(205ml

こども家庭支援課 

fax045-788-7794

 

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」 

㊡ 
●父親交流会

14:00～15:00

㊡ 

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 

土 

4 

 

11 

㊡

18 

 

25 

 

 

 

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

 

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

場所 

富岡地域ケアプラザ 

とことこ研修室 

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。

 

へ 

増やしま SHOW！” 

さん 

容：オリジナルのあそび歌・体操・触れ合いあそび 

 

） 

象：区内で子育て支援に関わっている方、興味のある方 

(205ml のもの)、上履き

7794 

■子育てサポート

入会説明会

富岡地域ケアプラザ

13:30～
●父親交流会 

15:00 

●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

 

建国記念の日

■子育てサポート

入会説明会

とことこ研修室

10:30～

●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 

 

㊡ 

 

 

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。 

 

上履き 

■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 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

(要申込) 

12:00 

の日 

■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

～11:30 

0 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

要申込) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

12 

19 

26 

2 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、

2

4

8

10

13

14

20

22

28

2017

日本で困っていること、ありませんか？

2 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」のママ達との共催です。

大人のストレッチ
2 月

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。

Tutti
2 月

利用者さんが講師となって、

●パパ講座

10:30

●子育て支援関係者向け講座

能見台地区センター体育室

14:00

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 

2 日（木） 10:0

4 日（土） 14:00

8 日（水） 14:00

10 日（金） 10:00

13 日（月） 14:0

14 日（火） 10:3

20 日（月） 14:00

22 日（水） 14:00

28 日（火） 14:00

2017 年 3

日本で困っていること、ありませんか？

月 15 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」のママ達との共催です。

大人のストレッチ
月 23 日(木) 10:00

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。

Tutti の歌ってあそぼう！
月 9 日(木) 13:00

利用者さんが講師となって、

㊡ 

㊡ 

●パパ講座(要申込) 

10:30～12:00 

●子育て支援関係者向け講座 

能見台地区センター体育室 

14:00～15:30(要申込) 

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

10:00～12:00

14:00～15:00

10:30～11:30

14:00～15:00

14:00～15:00

14:00～15:00

3 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」のママ達との共催です。

大人のストレッチ  

) 10:00～11:00  

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。

の歌ってあそぼう！ 
) 13:00～13:20 会場：とことこ

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

小児科医の健康相談

10:00～11:30

春分の日 

プレイパーク

●2 歳児のママで

話しましょう。

14:00～15:00

 

 

☆災害時の備え

10:00～11:3

能見台ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

 

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 

15:00 二人以上の子育てをしているママ

:00 発達に不安のあるママで話

0 はじめてのとことこ

0 多胎ママ交流

15:00 転勤族のママ同士で話しましょう

15:00 1 歳児のママ同士で話しましょう

15:00 アラフォー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」のママ達との共催です。

 会場：とことこ

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。 

 
会場：とことこ ひろば

歌と踊りの楽しい会を実施します

■子育てサポート

入会説明会

とことこ研修室

13:30～

小児科医の健康相談 

11:30 

アピタ 工作クラブ

 

プレイパーク 

●多胎ママ交流会

10:30～

アピタ 

●はじめてのとことこ

14:00～

で 

話しましょう。 

15:00 

アピタ 

●両親が近くにいないママ

14:00～

☆災害時の備え 

11:30 

能見台ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 

●予防接種

スケジュール相談

10:30～

火 

1

 

8

 

15

  

22

29

 

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

 

二人以上の子育てをしているママ

発達に不安のあるママで話

はじめてのとことこ 

多胎ママ交流会 

転勤族のママ同士で話しましょう

歳児のママ同士で話しましょう

アラフォー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。

会場：とことこ ひろば 2 

ひろば 1 

歌と踊りの楽しい会を実施します。

お話会

出張とことこ 

サポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

～14:30 

クラブ 手作

●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

●はじめてのとことこ 

～15:00 

☆多文化ママのお話会

14:00

 

手作

●両親が近くにいないママ 

～15:00 

●予防接種 

スケジュール相談 

～11:30 

水 

1 

 

8 

 

15 

 

22 

 

29 

 

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 

二人以上の子育てをしているママ 

発達に不安のあるママで話しましょう。 

転勤族のママ同士で話しましょう 

歳児のママ同士で話しましょう 

アラフォー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。 

 

。 

スタッフと一緒に、

みませんか？

読み聞かせクラブ

ひろばで絵本を読んでみましょう

ってみましょう

工作

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。

お話会 アピタ

アピタ手作クラブ 

出張とことこ

●わらべうたを 

歌ってみましょう 

10:30～10:50 

アピタ

☆多文化ママのお話会 

14:00～15:00 

 

アピタ

アピタ手作クラブ 

出張とことこ

木

2 

 

9 

 

16 

 

23 

 

30 

 

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。

2 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？ 

読み聞かせクラブ

お話会   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

工作クラブ（第 1

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

アピタ 

とことこバースデーウィーク

助産師さんのおっぱいサロン

10:00～

●歌ってあそ

13:00～13:20アピタ 

出張とことこ 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～

アピタ 

●ストレッチ

10:00

土谷先生

14:00～

アピタ 

アピタ 

出張とことこ 出張とことこ

●under25

14:00

木 

3 

 

10

 

17

24

 

31

 

「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

他のパパはどうしているのかな？

悩み・工夫を話しましょう。

休館日に、この企画のみ実施です。

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

同じ境遇の方、話しましょう。

子どもが同じ年齢の方、話しましょう。

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

 

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

♡ 

火曜 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。

㊡ これから子どもの 

生まれるプレママの会 

11:00 

とことこバースデーウィーク 

助産師さんのおっぱいサロン 

～11:30 

●発達に不安の

10:00

歌ってあそぼう！ 

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 

～11:30 

●ストレッチ 

10:00～11:00 

土谷先生の相談 

～16:00 

出張とことこ 

■子育てサポート

入会説明会

並木コミュニティハウス

10:30

under25 ママ 

14:00～15:00 

金 

 

 

10 

 

17 

㊡ 

24 

 

31 

㊡ 

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？

悩み・工夫を話しましょう。

休館日に、この企画のみ実施です。

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

同じ境遇の方、話しましょう。

子どもが同じ年齢の方、話しましょう。

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  2 月 1

～10:50  2 月 1

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

11:00）2 月 7 日（火

掲示板の飾りを折り紙などで作ります。 

11:30  2 月 8 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。

 
●父親交流会 

14:00～15:00

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 

㊡ 

㊡ 
■子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

並木コミュニティハウス 

:30～11:30 

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 

どんな感じかな。

他のパパはどうしているのかな？ 

悩み・工夫を話しましょう。 

休館日に、この企画のみ実施です。 

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。

同じ境遇の方、話しましょう。 

子どもが同じ年齢の方、話しましょう。

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

1 日（水） 

15 日（水） 

わらべうたは一緒に覚えて歌

日（火） 

日（水）・22 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。

■子育てサポート

入会説明会

とことこ研修室

10:30～11

 

15:00 

●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

●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 

プレイパーク

■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 

 

り合いの会」を実施しています。ほとんどのテ

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。 

子どもが同じ年齢の方、話しましょう。 

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。 

■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 

とことこ研修室(要申込) 

12:00 

●ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ・ﾌﾟﾚﾏﾏ教室 

要申込) 

 

プレイパーク 

 

 

ラザ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ランチタイム

休館日

利用者さんから（ママのコラム）
 

今の私の楽しみは、

場することです。子どもが生まれる前まではよ

く大会に出たりしていましたが、産後は忙しく

て全く走っていませんでした。当選した時も、

3歳の娘と

うか悩みましたが、主人が背中を押してくれた

ので走る決意をして、主人が休みの日に走って

います。久しぶりに好きなことができて、今の

私の息抜きになっています。

とことこ

とことこ
 

子育て

「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

利用者さんからご意見を頂きました。
 

内容については以下のようなものでした。
 

スタッフは、ひろば内の遊具（すべり台）について、大人の方のご

利用を避けていただくようにお声掛けをしました。養育者の方は「ぐ

ずる子どもの気分転換の

が安全を考慮し、短時間の間に複数回お声掛けをしたことにより、気

分を害されました。また、その時の対応について「スタッフは、まず、

ぐずる子どもの対応について養育者に協力し、声をかけるにしてもそ

の後であるべき」とのご意見でした。もう一点、拠点内で掲示等のさ

れていない“ルール”についてのご指摘を頂きました。ルールを守っ

てもらえるようにするためには、それを明示すべきであるとのご意見

です。

まず、気分を害されてしまったことに対してお詫びいたします。申

し訳ありませんでした。スタッフ

より、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢が足りていませんでした。

安全と利用者さんへの配慮の優先度については、一刻を争うものでな

い場合は、利用者さんへの配慮を優先とする姿勢でいるよう、スタッ

フ間で共有させていただきました。

もう一点について、拠点では利用者の方とのコミュニケーションを

重視するために、掲示によるご案内を最小限に控えています。開所に

あたりスタッフ間で話し合いを持ち、このように決定しました。掲示

をしないことにより、スタッフと利用者さんとのコミュニケーション

を図る機会を

し過ぎない
は思った通りに行かないもの。想定外のことがたくさんありますね。

拠点スタッフはなるべく寛容な姿勢でありたい。そんな思いが含まれ

ています。
 

貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。
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今の私の楽しみは、

場することです。子どもが生まれる前まではよ

く大会に出たりしていましたが、産後は忙しく

て全く走っていませんでした。当選した時も、

歳の娘と7ヶ月の双子の育児

うか悩みましたが、主人が背中を押してくれた

ので走る決意をして、主人が休みの日に走って

います。久しぶりに好きなことができて、今の

私の息抜きになっています。
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利用者さんからご意見を頂きました。

内容については以下のようなものでした。

スタッフは、ひろば内の遊具（すべり台）について、大人の方のご

利用を避けていただくようにお声掛けをしました。養育者の方は「ぐ

ずる子どもの気分転換の

が安全を考慮し、短時間の間に複数回お声掛けをしたことにより、気

分を害されました。また、その時の対応について「スタッフは、まず、

ぐずる子どもの対応について養育者に協力し、声をかけるにしてもそ

の後であるべき」とのご意見でした。もう一点、拠点内で掲示等のさ

れていない“ルール”についてのご指摘を頂きました。ルールを守っ

てもらえるようにするためには、それを明示すべきであるとのご意見

です。 

まず、気分を害されてしまったことに対してお詫びいたします。申

し訳ありませんでした。スタッフ

より、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢が足りていませんでした。

安全と利用者さんへの配慮の優先度については、一刻を争うものでな

い場合は、利用者さんへの配慮を優先とする姿勢でいるよう、スタッ

フ間で共有させていただきました。

もう一点について、拠点では利用者の方とのコミュニケーションを

重視するために、掲示によるご案内を最小限に控えています。開所に

あたりスタッフ間で話し合いを持ち、このように決定しました。掲示

をしないことにより、スタッフと利用者さんとのコミュニケーション

を図る機会を増やせるようになる。また、あまりルールをきっちり

し過ぎないことにより、柔軟な対応ができるものと考えます。子育て

は思った通りに行かないもの。想定外のことがたくさんありますね。

拠点スタッフはなるべく寛容な姿勢でありたい。そんな思いが含まれ

ています。 

貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。
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利用者さんから（ママのコラム）

今の私の楽しみは、2月に東京マラソンに出

場することです。子どもが生まれる前まではよ

く大会に出たりしていましたが、産後は忙しく

て全く走っていませんでした。当選した時も、

ヶ月の双子の育児

うか悩みましたが、主人が背中を押してくれた

ので走る決意をして、主人が休みの日に走って

います。久しぶりに好きなことができて、今の

私の息抜きになっています。（
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金沢区子ども家庭支援課 

利用者さんからご意見を頂きました。

内容については以下のようなものでした。

スタッフは、ひろば内の遊具（すべり台）について、大人の方のご

利用を避けていただくようにお声掛けをしました。養育者の方は「ぐ

ずる子どもの気分転換のため」と考えられていたようです。スタッフ

が安全を考慮し、短時間の間に複数回お声掛けをしたことにより、気

分を害されました。また、その時の対応について「スタッフは、まず、

ぐずる子どもの対応について養育者に協力し、声をかけるにしてもそ

の後であるべき」とのご意見でした。もう一点、拠点内で掲示等のさ

れていない“ルール”についてのご指摘を頂きました。ルールを守っ

てもらえるようにするためには、それを明示すべきであるとのご意見

まず、気分を害されてしまったことに対してお詫びいたします。申

し訳ありませんでした。スタッフが安全への考慮を一番にしたことに

より、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢が足りていませんでした。

安全と利用者さんへの配慮の優先度については、一刻を争うものでな

い場合は、利用者さんへの配慮を優先とする姿勢でいるよう、スタッ

フ間で共有させていただきました。

もう一点について、拠点では利用者の方とのコミュニケーションを

重視するために、掲示によるご案内を最小限に控えています。開所に

あたりスタッフ間で話し合いを持ち、このように決定しました。掲示

をしないことにより、スタッフと利用者さんとのコミュニケーション

増やせるようになる。また、あまりルールをきっちり

ことにより、柔軟な対応ができるものと考えます。子育て

は思った通りに行かないもの。想定外のことがたくさんありますね。

拠点スタッフはなるべく寛容な姿勢でありたい。そんな思いが含まれ

貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。
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利用者さんから（ママのコラム） 

月に東京マラソンに出

場することです。子どもが生まれる前まではよ

く大会に出たりしていましたが、産後は忙しく

て全く走っていませんでした。当選した時も、

ヶ月の双子の育児が忙しくて走ろ

うか悩みましたが、主人が背中を押してくれた

ので走る決意をして、主人が休みの日に走って

います。久しぶりに好きなことができて、今の
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利用者さんからご意見を頂きました。 

内容については以下のようなものでした。 

スタッフは、ひろば内の遊具（すべり台）について、大人の方のご

利用を避けていただくようにお声掛けをしました。養育者の方は「ぐ

ため」と考えられていたようです。スタッフ

が安全を考慮し、短時間の間に複数回お声掛けをしたことにより、気

分を害されました。また、その時の対応について「スタッフは、まず、

ぐずる子どもの対応について養育者に協力し、声をかけるにしてもそ

の後であるべき」とのご意見でした。もう一点、拠点内で掲示等のさ

れていない“ルール”についてのご指摘を頂きました。ルールを守っ

てもらえるようにするためには、それを明示すべきであるとのご意見

まず、気分を害されてしまったことに対してお詫びいたします。申

が安全への考慮を一番にしたことに

より、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢が足りていませんでした。

安全と利用者さんへの配慮の優先度については、一刻を争うものでな

い場合は、利用者さんへの配慮を優先とする姿勢でいるよう、スタッ

フ間で共有させていただきました。 

もう一点について、拠点では利用者の方とのコミュニケーションを

重視するために、掲示によるご案内を最小限に控えています。開所に

あたりスタッフ間で話し合いを持ち、このように決定しました。掲示

をしないことにより、スタッフと利用者さんとのコミュニケーション

増やせるようになる。また、あまりルールをきっちり

ことにより、柔軟な対応ができるものと考えます。子育て

は思った通りに行かないもの。想定外のことがたくさんありますね。

拠点スタッフはなるべく寛容な姿勢でありたい。そんな思いが含まれ

貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。 

月に東京マラソンに出

場することです。子どもが生まれる前まではよ

く大会に出たりしていましたが、産後は忙しく

て全く走っていませんでした。当選した時も、

忙しくて走ろ

うか悩みましたが、主人が背中を押してくれた

ので走る決意をして、主人が休みの日に走って

います。久しぶりに好きなことができて、今の
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スタッフは、ひろば内の遊具（すべり台）について、大人の方のご

利用を避けていただくようにお声掛けをしました。養育者の方は「ぐ

ため」と考えられていたようです。スタッフ

が安全を考慮し、短時間の間に複数回お声掛けをしたことにより、気

分を害されました。また、その時の対応について「スタッフは、まず、

ぐずる子どもの対応について養育者に協力し、声をかけるにしてもそ

の後であるべき」とのご意見でした。もう一点、拠点内で掲示等のさ

れていない“ルール”についてのご指摘を頂きました。ルールを守っ

てもらえるようにするためには、それを明示すべきであるとのご意見

まず、気分を害されてしまったことに対してお詫びいたします。申

が安全への考慮を一番にしたことに

より、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢が足りていませんでした。

安全と利用者さんへの配慮の優先度については、一刻を争うものでな

い場合は、利用者さんへの配慮を優先とする姿勢でいるよう、スタッ

もう一点について、拠点では利用者の方とのコミュニケーションを

重視するために、掲示によるご案内を最小限に控えています。開所に

あたりスタッフ間で話し合いを持ち、このように決定しました。掲示

をしないことにより、スタッフと利用者さんとのコミュニケーション

増やせるようになる。また、あまりルールをきっちり

ことにより、柔軟な対応ができるものと考えます。子育て

は思った通りに行かないもの。想定外のことがたくさんありますね。

拠点スタッフはなるべく寛容な姿勢でありたい。そんな思いが含まれ
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スタッフは、ひろば内の遊具（すべり台）について、大人の方のご

利用を避けていただくようにお声掛けをしました。養育者の方は「ぐ

ため」と考えられていたようです。スタッフ

が安全を考慮し、短時間の間に複数回お声掛けをしたことにより、気

分を害されました。また、その時の対応について「スタッフは、まず、

ぐずる子どもの対応について養育者に協力し、声をかけるにしてもそ

の後であるべき」とのご意見でした。もう一点、拠点内で掲示等のさ

れていない“ルール”についてのご指摘を頂きました。ルールを守っ

てもらえるようにするためには、それを明示すべきであるとのご意見

まず、気分を害されてしまったことに対してお詫びいたします。申

が安全への考慮を一番にしたことに

より、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢が足りていませんでした。 

安全と利用者さんへの配慮の優先度については、一刻を争うものでな

い場合は、利用者さんへの配慮を優先とする姿勢でいるよう、スタッ

もう一点について、拠点では利用者の方とのコミュニケーションを

重視するために、掲示によるご案内を最小限に控えています。開所に

あたりスタッフ間で話し合いを持ち、このように決定しました。掲示

をしないことにより、スタッフと利用者さんとのコミュニケーション

増やせるようになる。また、あまりルールをきっちり 

ことにより、柔軟な対応ができるものと考えます。子育て

は思った通りに行かないもの。想定外のことがたくさんありますね。

拠点スタッフはなるべく寛容な姿勢でありたい。そんな思いが含まれ

こんにちは。

１月２６日で「子育てパートナー」が始まって１年になります。み

なさん！名前を覚えていただけたでしょうか。子育て中はお子さんの

成長と共に、悩みは色々変わっていきます。４月から保育園や幼稚園

に入るお子さ

てくる頃かもしれませんね。

とことこに来た時には、ぜひ気軽にスタッフにお話してみてくださ

い。お話することでスッキリすることもあるでしょうし、先輩お母さ

んからの経験談を聞けるチャンスもあります、もちろん情報もいっぱ

いあります。とことこには、皆さんの気持ちを受け止めてくれる人が

たくさんいることを覚えていてくださいね。

＜横浜

 

育児講座実施しました！
12

テーマ：良い眠りは心と体を育てます。

年間で

葉どおりに、成長途上の子どもには、なるべく大人が「いつも同じ」生

活リズムを作ると良いそうです。良い眠りのためには、夕方からの動

作・声・音・光を徐々に控えたり、布団に

入るまでの流れを一定に（食事→お風呂→

歯磨き→本読み→布団へ、など）するとリ

ズムを作りやすいそうです。
次回は

「ママ（パパ）と言われる喜び＆まとめの話」

です。
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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。 

１月２６日で「子育てパートナー」が始まって１年になります。み

なさん！名前を覚えていただけたでしょうか。子育て中はお子さんの

成長と共に、悩みは色々変わっていきます。４月から保育園や幼稚園

に入るお子さんやご家族は、そろそろ心配なことや不安なことが出

てくる頃かもしれませんね。

とことこに来た時には、ぜひ気軽にスタッフにお話してみてくださ

い。お話することでスッキリすることもあるでしょうし、先輩お母さ

んからの経験談を聞けるチャンスもあります、もちろん情報もいっぱ

いあります。とことこには、皆さんの気持ちを受け止めてくれる人が

たくさんいることを覚えていてくださいね。

＜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。
 

育児講座実施しました！
12 月 24 日（土）10:0

テーマ：良い眠りは心と体を育てます。

年間で実施している育児講座の第

葉どおりに、成長途上の子どもには、なるべく大人が「いつも同じ」生

活リズムを作ると良いそうです。良い眠りのためには、夕方からの動

作・声・音・光を徐々に控えたり、布団に

入るまでの流れを一定に（食事→お風呂→

歯磨き→本読み→布団へ、など）するとリ

ズムを作りやすいそうです。
次回は 2 月 18 日（土）テーマは

「ママ（パパ）と言われる喜び＆まとめの話」

です。どうぞお越しください。
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横浜子育てパートナーより

ボランティアさん募集しています。
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？ 

http://tokotoko857.jp/

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kodomo/2-1.html

 

１月２６日で「子育てパートナー」が始まって１年になります。み

なさん！名前を覚えていただけたでしょうか。子育て中はお子さんの

成長と共に、悩みは色々変わっていきます。４月から保育園や幼稚園

んやご家族は、そろそろ心配なことや不安なことが出

てくる頃かもしれませんね。 

とことこに来た時には、ぜひ気軽にスタッフにお話してみてくださ

い。お話することでスッキリすることもあるでしょうし、先輩お母さ
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