
区内全幼稚園 ナマ情報あります！ 
 

子育てパートナーが区内全１４幼稚園へ足を運び、園長・先生方から各園の特徴

などのお話を伺い、保育のようすを見学させていただきました。今回見学して撮っ

た写真、パンフレットそして聞き取りをしたレポートは、『幼稚園情報ファイル』と

してとことこに置いています。 ◆各園にはそれぞれのカラーがあります。どこを

とっても同じところはありません。就学に向けて、成長を促すための各園の教育方

針は、奥の深いものです。それは決して外から見ただけでは分かりません。今回訪

問をさせていただき一番感じたことは、［見学］の大切さです。そこには、冊子には

書いていない子どもたちの姿や先生方の姿があります。 ◆ぜひ！とことこで“ナ

マ”の幼稚園情報をご覧いただき、気になる園がありましたら、お子さんと一緒に

見学することをお勧めします。 
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  幼稚園  
 

●入園願書の配布開始 １０月１５日（日） 

 配布場所：各幼稚園 
 

●願書の受付開始 １１月１日（水） 

 提出先：各幼稚園 
 

●結果の通知 

 幼稚園ごとに異なります。 

詳しくは各園へ。 

認可保育所等 
●利用案内の配布開始 １０月１３日(金) 

配布場所：区役所４階４０４、金沢文庫駅前行政サービスコーナー、 

認可保育園など 

●保育所入所説明会 認可保育所等の選考方法等を説明します。※託児はありません 

①10月13日(金)・②10月14日(土)    

③10月15日(日)・④10月16日(月) 

⑤10 月 17 日(火)  

10 時～11 時 30 分 

13 時 30 分～15 時 
区役所３階１号会議室 

⑥10 月 18 日(水) 13 時 30 分～15 時 富岡東地域ケアプラザ 

⑦10 月 19 日(木) 10 時～11 時 30 分 六浦地域ケアプラザ 

⑧10 月 20 日(金) 10 時～11 時 30 分 並木地域ケアプラザ 
 

【問】こども家庭係(区役所 4 階 404) ☎788-7795   fax 788-7794 

横浜子育てパートナー 中村洋子 

幼稚園・保育園の入所手続きの時期になりました。今回のとことこ通信では、特にひろばで相談の多い 

「幼稚園」について取り上げました。幼稚園を選ぶ際大切にしたい事は何でしょう。横浜市幼稚園協会金沢

支部の園長先生、横浜子育てパートナーからのメッセージをご覧ください。 

 

 

今の時期、来年度幼稚園やこども園にお子さんを通わせようと考えている保護者の 

皆様は、各幼稚園・こども園で行われている見学会や説明会にお出かけのことと 

思います。 

そこで幼稚園・こども園についてのご質問を、横浜市幼稚園協会金沢支部 

（金沢区内 14 園）よりお答えします。 
 

Q幼稚園・こども園ってどんなところ？  
 

子どもが出会うはじめての学校です。文部科学省の教育要領に基づく教育を行います。友だちや先生と遊びや

生活を共に過ごす中で、子ども自身がやりたい遊びを見つけ、様々な気づきや発見をする中で、工夫や試行錯

誤をし、自身で遊びをより面白くしたり、やり遂げるなど、自己発揮し、自信（生きる力）を養うことと、友

だちや先生という他者への気づきや関係つくりの中で、お互いを知り・認め合うことやお互いが気持ちよく過

ごせるよう折り合いをつけていくことなど、コミュニケーションやルール、生活習慣などを身に付けていくと

ころです。また他には、親子の育ちをバックアップするところです。子育ての悩みや楽しさを共感できる仲間

作りが出来ます。預かり保育などの子育てサポートを行う園も多くなりました。 
 

Q幼稚園・こども園ってどう選んだら良いの？ 
 

横浜市内の幼稚園・こども園はすべて私立園です。各園では文部科学省の教育要領を基本に、建学の精神や理

念、子ども観や・発達観と合わせて保育・教育内容を決めています。ぜひ見学会や説明会など、各園にお越し

頂き、実際の子どもたちの遊びや活動の様子、先生の子どもへの関わりを見て、各園の保育・教育内容の違い

を感じて頂き、我が子の性格や、保護者の皆様の願う育ちや学びと照らし合わせながら、我が子にはどのよう

な保育・教育内容が合いそうか、比較・検討をして頂ければと思います。他に共働きの方などは、どの様な子

育てサポート体制があるかなどもご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                      

                                      

                                    

                                                           

  

            

 

 

 

日 月 火 水 木    金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

○休  ○休  

 

★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 

  
 

 

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。 

まずは入会説明会のご予約をお願いします。 

10月・11月の入会説明会 

日にち 時間 場所 

10 月  3 日（火） 13:30～14:30 とことこ研修室 

10 月 14 日（土） 10:30～11:30 とことこ研修室 

10 月 25 日（水） 13:30～14:30 たんぽぽ 

10 月 27 日（金） 10:30～11:30 柳町地域ケアプラザ 

11 月 11 日（土） 10:30～11:30 並木地域ケアプラザ 

11 月 17 日（金） 13:30～14:30 とことこ研修室 

11 月 25 日（土） 10:30～11:30 ふきのとう 

11 月 29 日（水） 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 
10 月 7 日(土)・11 月 11 日(土)10:00～11:30  

横浜市大小児科の先生による個別相談です。 

助産師相談  
10 月 5 日(木)・11 月 2 日(木)10:00～12:00  

お母さんの体調や赤ちゃんの健康、母乳の事等、ひろばで気軽に 

相談できます。 

保育・教育コンシェルジュ相談 
10 月１9 日(木)・11 月 16 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。 

  保育士相談（ＹＭＣＡマナ保育園） 

10 月 26 日(木) 10:00～11:30  

11 月 7 日(火) 14:00～15:30   
 

保育園の生活や子どもとの関わり等を 

気軽に相談できます。 

栄養士相談（ＹＭＣＡマナ保育園） 
10月11日(水)14:00～15:30・11月22日(水)10:00～11:30   

離乳食の好き嫌いや遊び食べ等、食に関する相談をお受けします。 
 

教えて♡土谷先生 
１１月２２日(水)13:30～15:30 

関東学院大学 教授 臨床発達心理士 土谷みち子先生を囲んで 

子育てについておしゃべりしましょう。 

 

 

とことこカレンダー 

2017年10月 

○大人のストレッチ  

10 月 24 日(火)・11 月 28 日(火) 10:00～11:00   

会場：とことこ       ※講師は金沢スポーツセンターの方です。 

子育て中のママ達の為のストレッチです。 

○歌ってあそぼう！ 
10 月１9 日(木)・11 月 16 日(木) 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。 

栄養士相談 

14:00～15:30 

保育士相談 

10:00～11:30 

○プレパパプレママ教室 
10 月２8 日(土)・11 月 25 日（土）   会場：「とことこ」研修室 

11 月 11 日(土)  会場：金沢区役所５階 健診室Ａ  

１０：００～１２：００（開場９：３０）ふたりで育児体験してみよう！ 

〈赤ちゃんのお風呂・抱き方・着替え・妊婦体験〉 

◎にこまーるの会 
 

１１月１８日(土) 1０:00～1２:０0   

会場：とことこ研修室 
 

口唇口蓋裂を持つ保護者の方同士でおしゃべりしま 

せんか？予約は不要です。お気軽にご参加くださいね。 

小児科医の健康相談 

10:00～11:30 
助産師相談 

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 

10:30～11:30 

●多胎ママ交流会 

10:30～11:30 

保育･教育 

コンシェルジュ相談 

10:00～11:30 

●プレパパ･プレママ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

●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 

●大人のストレッチ 

10:00～11:00 
★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 

 

 

 

○休  ○休  

○休  ○休  

○休  
○休  

○休  ○休   

アピタ       

アピタ       アピタ       

アピタ       

アピタ       アピタ       

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 

●わらべうたに親しもう 

10:30～10:50 

 

出張とことこ 出張とことこ 

アピタ       

●はじめてのとことこ 

1０:３0～1１:３0 『金沢まつり 

いきいきフェスタ』 

海の公園 10:00～ 

臨時休館 出張とことこ 

出張とことこ 出張とことこ 

アピタ       

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

たんぽぽ 

13:30～14:30 

アピタ       

アピタ       

アピタ       

アピタ       

アピタ       

●多文化ママ交流会 

10:00～11:00 

お楽しみが 

あります 



 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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○利用者同士の“おしゃべり会”   

様々なテーマ・対象の方々でおしゃべりしませんか？ 予約不要です。お気軽にご参加くださいね 
 

日にち 時間 テーマ 場所 備考 

10/10(火)      

11/18(土) 
10:30～11:30 多胎ママ交流会 

 

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。 

10/17(金) 10:30～11:30 
はじめてのとことこ 

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。 11/14(火) 14:00～15:00 

10/23(月) 
10:00～12:00 発達に不安のあるママで話しましょう 休館日に、この企画のみ実施です。 

11/27(月) 

   
 

 

    

 

2017 年 11 月 

日本で困っていること、ありませんか？     

 ○多文化ママ交流会 
10 月 27 日(金)・11 月 17 日(金)  10:00～11:00   

会場：とことこ  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、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。 

助産師相談 

10:00～12:00 

小児科医の健康相談 

10:00～11:30 

●多胎ママ交流会 

10:30～11:30 
●はじめてのとことこ 

14:00～15:00 

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

ふきのとう 

10:30～11:30 

 

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 

アピタ       アピタ       

●プレパパ･プレママ教室 

区役所５Ｆ健診室Ａ 

(要申込) 

10:00～12:00 

出張とことこ 

アピタ       

保育･教育 

コンシェルジュ相談 

10:00～11:30 

●歌ってあそぼう！ 

13:00～13:20 

アピタ       

アピタ       アピタ       

出張とことこ 

○休  ○休  

○休  

○休  ○休  

○休  

○出張とことこ                                                      
みんなで一緒に公園で遊びましょう！  

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（能見台中央公園）は 10 時。 
 

【10 月】 【１１月】  

六浦公園（10／12） 走川公園（11／8）  

沢木谷公園（10／13） 六浦公園（11／9）  

富岡西公園（10／19） 六浦あさがお公園（11／15）  

下ノ浜公園（10／24） カメギ根公園（11／16）  

富岡総合公園（10／26） 釜利谷第四公園（11／22）  

 
東朝比奈地蔵前公園（11／24）  

 
能見台中央公園（11／25） 

 
 

 
 

保育士相談 

14:00～15:30 

栄養士相談 

10:00～11:30 

○工作クラブ〈折り紙〉        
 

10 月 6 日（金）・11 月 10 日（金）    

1０:00～1１:０0  
        

○わらべうたに親しもう 
 

 10 月 25 日(水)・11 月 22 日(水) 10:30～10:50 
 

会場：とことこ        

とことこスタッフと一緒に楽しみましょう♪ 

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

並木地域ケアプラザ 

10:30～11:30 

 
★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 

出張とことこ 

全て 

とことこ 

ひろば 

アピタ       
○休  

出張とことこ 出張とことこ 

出張とことこ 

●にこまーるの会 

   とことこ研修室 

10:00～12:00 

○休  

出張とことこ 

●プレパパ･プレママ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

●大人のストレッチ 

10:00～11:00 

アピタ       

○休  
○休  ★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

とことこ研修室 

10:30～11:30 

 

 

ベビー服・ 

こども服の 

リサイクル 

10:30～11:30 

 能見台地区センター  

 

●多文化ママ交流会 

10:00～11:00 

●わらべうたに親しもう 

10:30～10:50 

 教えて♡土谷先生 

13:30～15:30 

 

アピタ       

アピタ       

アピタ       

アピタ       



第４３回 

金沢まつりいきいきフェスタ 
 

平成２９年１０月２１日（土） 

10:00～ 海の公園 
 

 

とことこは臨時休館にして、スタッフが 

参加します。 

『ぼたんちゃんこどもエリア』では、 

家族みんなで楽しむことが出来ます！ 

ぜひいらしてくださいね♪ 
 ※詳しくは金沢区役所のホームページを 

ご覧ください。 

 

 

 

◆ベビー服 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

安心して子育てができるよう、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。 

・リフレッシュが必要！     ・保育園・幼稚園のお迎えが間に合わない！ 

・上の子の行事がある時に下の子を預かって欲しい。等々、ご利用ください。 

また預かってくださる方も大募集中です。 まずは、預ける方も預かる方も入会説明会にご参加ください。 

≪予約・問い合わせ≫  045-3５２-7110 

≪  受付時間  ≫  火・水・木・金・土 9：00 - 17：00（親子の居場所は 9:30 - 15:30) 

≪  対  象  ≫  預ける方：生後 57 日から小学校６年生までのお子さんがいる方 

預かる方：子育て支援に熱意と理解があり、安全に子どもを預かる事ができる 

20 歳以上の健康な方（事務局が実施する研修を受けていただきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とことこ通信 第 9９号 
2017 年９月 25 日発行 

金沢区地域子育て支援拠点 

「とことこ」 

開館 火～土／9:30～15:30 
(ランチタイム 11:00～13:00) 

休館日 日曜 月曜 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 

 

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？ 

メルマガ登録しませんか？ kira@baykids.jp 
区内のイベント等の情報を、毎月７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。 

とことこひろば 
能見台東 5-6 2 階 

とことこ研修室 
能見台通 8-22  

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｲｽ能見台 102 

○アピタ金沢区気軽に子育て相談  
 

毎週水曜日・金曜日 ・火曜日または土曜日（不定期） 

時間：12:30～14:30  
※詳しい日程は「とことこカレンダー」を見てください 

会場：アピタ金沢文庫店２階 こどものあそびば 内 

とことこのスタッフが出張し、お話をお聞きしたり、子どもと遊べる場所や子育て 

情報の紹介などをしています。 

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

とことこへのメールはこちらへ  tokotoko@yokohamaymca.org 
 

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  

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

 

子育て期のいろいろな悩みごと、困りごと、どこに相談したらいいの？ 
と思ったら、専任スタッフ「横浜子育てパートナー」にご相談ください。 
■専任スタッフが相談者と個別にお話しをさせていただき、必要な情報

を調べたり、適切な支援機関を紹介したりします。 

≪予約・相談専用電話≫ 

045-701-3101 

≪ご利用日時≫ 
火・水・木・金・土 

９時 30 分～15 時 30 分 
≪対象≫ 

主に就学前の子育て家庭の方 

※学齢期のお子さまをお持ちの方も 

  ご利用ください 

 

横浜子育てサポートシステムとは？ 

◆ベビー服・こども服のリサイクル◆ 
 

１１月２１日（火） 10:30～11:30 

（出品する衣類は 10:00～お持ちください） 

持ち物：くつ袋 

場 所：能見台地区センター体育室 

 

利用者アンケートにご協力をお願いします♡  １０月２４日（月）～１１月３０日（木）の期間、 

とことこ利用者を対象にアンケートを実施します。皆様のお声を聞かせてください。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

子育て家庭の何でも相談窓口「横浜子育てパートナー」 

 


