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２０１８年度のとことこ通信は、皆様にもっと『とことこ』を知っ

ていただきたく、 

 

 

 

 

について紹介しています。 

 ６月・７月号では『②相談』、特に「専門家による相談日」について

の特集です。 

2018年  

６月・７月号 

vol. １０３ 

 

 

 

発行日：2018.５.25 

  もっと 
『とことこ』を 

  知ろう！ 
  ～Ｐａｒｔ２～ 

 

【 とことこの７つの機能 】 

①ひろば ②相談 ③情報の収集 ④ネットワーク ⑤人材育成 

⑥横浜子育てサポートシステム ⑦横浜子育てパートナー 

 専門家による相談日 
小児科医の相談〈毎月開催・当日受付予約〉 
エコチル調査(※)についての啓発を含めた、横浜

市大小児科の先生による個別相談です。女性の先生

がひろばで丁寧に相談にのってくださいます。 

咳や皮膚のケア、予防接種、発育に関してや夜泣

き、アレルギー・便秘について等、相談内容も多岐

にわたります。 

助産師相談   〈毎月開催・予約不要〉 
 笑顔が素敵な助産師の渡邉ケイ子先生が、ひろ

ばでゆったり相談にのってくださいます。 

妊娠期から出産後のお母さんの体調や赤ちゃん

の発育や健康、ミルク・母乳や卒乳、離乳食、き

ょうだい児のかかわり方、トイレトレーニング、

睡眠に関しての相談等も多く受けられています。 

保育・教育コンシェルジュ相談 
〈毎月開催・当日受付予約〉 

区役所こども家庭支援課の保育・教育コンシェル

ジュさんによる出張相談です。 

就学前のお子さんの預け先、保育園や幼稚園、一

時預かり事業などの保育サービスについて情報を

提供してくださいます。 

保育士相談  栄養士相談 
〈毎月開催・予約不要〉 

ＹＭＣＡマナ保育園の保育士・栄養士に、ひろば

で気軽に相談が出来ます。 

トイレトレーニング、人見知り、イヤイヤ期、生

活リズム、母乳やミルク・離乳食の進め方、食事の

量、形状や味付け、手づかみ食べやスプーン・フォ

ーク・お箸の持ち方、アレルギー、食材、飲み物に

ついて等、保育園での知識も活かしながら教えてく

ださいます。 

薬剤師相談   〈隔月開催・予約不要〉 
アトピー・スキンケア・アレルギー・便秘・服

用しているお薬についての疑問などを相談できま

す。「どうしようか～・・・」と対応に迷っている

事もお薬の専門家に気軽に聞けるので好評です。 

隔月もしくは３ヶ月に１度開催予定です。 

 

教えて♡土谷先生 
〈奇数月／第４水曜日開催・予約不要〉 

やさしく、あたたかい眼差しが印象的な土谷みち

子先生(関東学院大学教授・臨床発達心理士)とお話

できる時間です。 

★１３：３０～１４：３０ 

０・１歳児の保護者の方に向けて、いろいろなテー

マで先生を囲んでお話できます。（出入り自由です） 

★１４：３０～１５：３０ 

個別にお話できます。 

★６月・７月の詳しい開催日程は、見開きの 

「とことこカレンダー」をご覧ください 

とことこでは上記の７つの専門家相談の他にも、子育て中の悩みを専任の「横浜子育てパートナー」に相談

する事も可能です。一人ひとりの子育てにあわせてじっくりとお話を伺いながら、必要な情報提供や関係機関

への案内も行っています。もちろん、ひろばスタッフにも気軽にご相談いただけます。 

はじめまして❤幼稚園          会場：「とことこ」ひろば  
『とことこ利用者』を対象に、幼稚園の先生から直接「幼稚園の紹介」や「幼稚園選びのポイント」について

お話が聞ける機会です。とことこでは初企画です。ぜひお越しください♪  
 

 

※エコチル調査とは…環境省が２０１１年より実施している、「子どもの健康と環境に関する全国調査」です。 

金沢白百合幼稚園 
７月４日(水)14:30～15:00 

※予約は不要です。個別相談はありません。 

カナリヤ幼稚園 
６月 28 日(木)10:30～11:00 

京急幼稚園 
７月６日(金)14:00～14:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                      

                                      

                                    

                

                                            

 

  

 

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 

                  

★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。 

6・7月の入会説明会 

日にち 時間 場所 

6 月  7 日（木） 13:30～14:30 たんぽぽ 

6 月 16 日（土） 13:30～14:30 富岡地域ケアプラザ 

6 月 27 日（水） 10:30～11:30 とことこ研修室 

7 月  6 日（金） 10:30～11:30 とことこ研修室 

7 月 17 日（火） 13:30～14:30 ままのわ 

7 月 21 日（土） 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 

とことこカレンダー 

2018 年 ６月 

●大人のストレッチ  ※講師は金沢スポーツセンターの方です 
 

6 月 19 日(火)・7 月 17 日(火) 10:00～11:00   
 

会場：とことこ     子育て中の養育者の為のストレッチです♪ 

●歌ってあそぼう！ 
6 月 21 日(木)・7 月 19 日(木) 13:00～13:25   

会場：とことこ  

利用者さんが講師となって、歌と手遊びの楽しい会を実施します。 

●工作クラブ〈折り紙〉        
6 月 1 日（金）・7 月 6 日（金）1０:00～1１:０0     

●わらべうたに親しもう 
6 月 27 日(水)・7 月 25 日(水) 10:30～10:50  
 

会場：とことこ     スタッフと一緒に楽しみましょう♪ 

●プレパパプレママ教室 
6 月 9 日(土)・6 月 23 日(土)・7 月 14 日(土)・7 月 28 日(土) 

会場：とことこ研修室 

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〉 

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 
6 月 16 日(土)・7 月 21 日(土) 10:00～11:30  

 

 

助産師相談  
6 月 7 日(木)・7 月 5 日(木) 10:00～12:00  

 

 

保育・教育コンシェルジュ相談 
6 月 21 日(木)・7 月 19 日(木) 10:00～11:30  

 

 

  保育士・栄養士相談  （ＹＭＣＡマナ保育園） 
 

6 月 14 日(木) 10:00～11:00   

7 月 17 日(火) 14:00～15:00   
 

 

薬剤師さんにきいてみよう！ 
6 月 26 日(火) 14:00～15:30  

 

 

教えて♡土谷先生 
7 月 25 日(水) 13:30～15:30  

 
 

 

保育士・栄養士相談  

10:00～11:00 

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) 

たんぽぽ 

13:30～14:30 

●多胎ママ交流会 

10:00～11:00 

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！ 

13:00～13:25 

 

●発達に不安のある

ママ＆にこまーる 
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) 

とことこ研修室 

10:30～11:30 

○休  ○休  

○休  ○休  

○休  ○休  

 

○休  

 

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 

 

アピタ       

●はじめてのとことこ 

14:00～15:00 

アピタ       

アピタ       

アピタ       アピタ       

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

富岡地域ケアプラザ 

13:30～14:30 

●多文化ママ交流会 

10:30～11:30 

○休  

●プレパパ･プレママ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

アピタ       

お外で遊ぼう 

 

ボランティア説明会 

14:00～15:00 

お外で遊ぼう 

 
お外で遊ぼう 

 

お外で遊ぼう 

 

薬剤師相談 

14:00～15:30 

アピタ       

お外で遊ぼう 

 

お外で遊ぼう 

 

アピタ       アピタ       

●絵本作家 

保科琢音の読絵ん会 

14:00～14:30 

●カナカツおはなし会 

13:30～14:00 

相談日の詳細は 

表面を 

ご覧ください 

●♪親子でどろんこ遊び♪ 

さくら保育園（要予約） 

※雨天時６／９ 

10:00～11:30 

 

●♪親子でどろんこ遊び♪   

6 月 2 日(土) 10:00～11:30   

会場：金沢さくら保育園  対象：未就園児親子 

広い園庭で、どろんこになって思いっきり遊びましょう♪ 

パパの参加も大歓迎です！！     【雨天：６／９に延期】 

●カナカツおはなし会 
6 月 30 日(土) 13:30～14:00   

会場：とことこ 

金沢区青少年の地域活動拠点『カナカツ』より、子どもが好きな中高生が

町の先生からアドバイスをもらって、紙芝居と手遊びを披露しに来てくれ

ます。 

 

 

●絵本作家・保科琢音の読絵ん会 
6 月 23 日(土) 14:00～14:30   

会場：とことこ 

絵本作家・紙芝居作家・落語家の保科琢音さんの、「読絵ん会」

という名の読み笑わせ口演です。とことこでは初披露です。 

 

マナ保育園 

見学ツアー(要予約) 

11:00～12:00 

マナ保育園 

見学ツアー(要予約) 

11:00～12:00 

※５月１６日(水)～予約開始 

受付：とことこ 

『はじめまして❤幼稚園』 

カナリヤ幼稚園 

10:30～11:00 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 
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29 30 31     

   
   

 

 

○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 

   6/30(土) 

   7/24(火) 
10:00～11:00 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。 

   6/12(火) 14:00～15:00 
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。 7/11(水) 10:00～11:00 

   6/25(月) 
10:00～12:00 

発達に不安のあるママで話しましょう 

★6/25 は『にこまーるの会』同時開催 

休館日に、この企画のみ実施です。 

終了後１３時まで食事スペースもあります。    7/23(月) 

 

2018 年 ７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  
 

6 月 22 日(金) ・7 月 10 日(火) 10:30～11:30   

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。 

 

□お外で遊ぼう                                                      
みんなで一緒に公園で遊びましょう！ ０・１歳児さんもぜひ♪ 

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。 

【 ６ 月 】 【 ７ 月 】  

沢木谷公園（6／12） 能見台中央公園（7／7）  

六浦あさがお公園（6／13） 

カメギ根公園（ 6／14）  

下ノ浜公園（6／15）  

六浦公園（6／28）  

釜利谷第四公園（6／29）  

 

○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  
 

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。詳しい日程は「とことこカレンダー」を見てください。 

全て 

とことこ 

ひろば 

ボランティア説明会  会場：とことこ 
 

6 月 14 日(木) 14:00～15:00 

7 月 13 日(金) 10:00～11:00 
 

地域での子育てをちょっとお手伝いしてみませんか？ 
金沢区在住の２０歳以上の方、人と接するのが好きな方、 
子育てボランティア活動に興味のある方は説明会にぜひ 
ご参加ください。（予約は不要です） 

●ふわふわ 会場：とことこ研修室 
7 月 19 日(木) 10:00～12:0０  

個別支援級に通うお子さんを持つママ同士でおしゃべりしましょう。 

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 

10:00～11:00 

●はじめてのとことこ 

10:00～11:00 

 

●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 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

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！ 

13:00～13:25 

アピタ       

アピタ       

○休  ○休  

○休  

○休  
○休  

○休  

●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) 

とことこ研修室 

10:30～11:30 

アピタ       

お外で遊ぼう 

●大人のストレッチ 

10:00～11:00 

○休  ○休  

●わらべうたに親しもう 

10:30～10:50 

 

★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 

●多文化ママ交流会 

10:30～11:30 

●プレパパ･プレママ教室 

とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

アピタ       アピタ       

アピタ       

アピタ       

★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 

ボランティア説明会 

10:00～11:00 

●ふわふわ 

とことこ研修室 

10:00～12:00 

 

アピタ       アピタ       

ママの健康ｗｅｅｋ 

養育者の健康チェック 

12:30～14:30 

保育士・栄養士相談  

14:00～15:00 

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

  ままのわ 

13:30～14:30 

教えて♡土谷先生 

13:30～ 

15:30 

 

アピタ       

●にこまーるの会 会場：とことこ 
6 月 25 日(月) 10:00～12:0０  
『にこまーるの会』は口唇口蓋裂のお子様を持つ保護者の方同士でお話
をする会です。今回はとことこの休館日に「発達に不安のあるママでお
話しましょう」と同時開催です。 

※７月中旬～８月の 

『お外で遊ぼう』は、 
気温も高い事から 
お休みです。 

次回は９月からです♪ 

マナ保育園 

見学ツアー(要予約) 

11:00～12:00 

マナ保育園見学ツアー 

(要予約) 

11:00～12:00 

『はじめまして❤幼稚園』 

金沢白百合幼稚園 

14:３0～15:00 

『はじめまして❤幼稚園』 

京急幼稚園 

14:00～14:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

※妊娠期・学齢期のお子さまをお持ちの方も 

 ご利用ください 

 

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) 

金沢区地域子育て支援拠点 とことこ 開館時間：火曜日～土曜日 9:30～15:30 (ランチタイム：11:00～13:00)  

利用料・登録料：無料  休館日：日曜日・月曜日・祝日・年末年始 

〒236-0058 横浜市金沢区能見台東５番６号２Ｆ 

TEL：045-780-3205 FAX：045-780-3206 

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号 

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

 

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

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。 

献立情報、区役所や親と子のつどいのひろばの情報も 

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。 

「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 

ボランティアさん募集しています。たまご(他孫)育て、してみませんか？ 

子どもの遊び相手の他、手作りおもちゃを作ったり、公園で遊んだり…  

ご都合の良い時間にお手伝い下さい。ご興味のある方は説明会（月１回）にご参

加ください。詳しく説明させていただきます。 

※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。 

区役所の子育て関連情報も「とことこＨＰ」より検索できます 

【 重点目標 】 
①利用者自身がお互いの存在を認め

合い高め合うことのできる場面が

多くなることを目指します。 

②子育て支援に関わる方の募集を積

極的におこない、地域での子育て支

援の輪を広げていきます。 

ウォーターセーフティーキャンペーン   ～水の事故から、輝く生命を守るために～ 

『生命』はすべてに優先するかけがえのないものです。とことこを運営している(公財)横浜ＹＭＣＡでは、毎年６月から９月の間

に「ウォーターセーフティーキャンペーン」を実施、水の事故から大切な生命を守るために活動を続けています。 

 夏になると海や川に行ったり、水遊びをしたりすることが多くなりますが、陸上と違って、ちょっとした不注意でケガをしたり、

生命を失ったりすることがあります。 

 子どもたちは、危険な行為や危険な場所であるかどうかの判断ができません。遊びに熱中すると周囲の状況が目に入らなくなって

しまいます。また、遊びたい一心で具合が悪いのに我慢してしまうことがあります。楽しい水遊びが原因で病気になってしまわない

よう、まずは健康チェックを済ませてから水遊びをする習慣をつけましょう！ 

 
 
□ 熱はないか 

□ 風邪をひいていないか 

□ つかれている様子はないか 

□ 食欲はあるか 

□ 顔色はよいか 

□ 目や耳の病気はないか 

□ 寝不足ではないか 

健康チェック項目 とことこでも７月に「ウォータ

ーセーフティーキャンペーン」

を実施します。夏を前に、一緒

に考えてみましょう！ 

子育て家庭の何でも相談窓口『横浜子育てパートナー』 
横浜子育てサポートシステム とは？ 

【 取組内容 】 
①・利用者対応を丁寧に行います。利用者と職員だけでなく、利用者同

士、また、利用者と地域がつながれるような関わりや取り組みを意

識しておこないます。 

 ・利用者が主体となる日常的な取り組みを増やしていきます。 
 
②・子育てサポートシステム提供会員・公園サポーター・とことこひろ

ばボランティアの募集を区の協力を仰ぎながら精力的に行います。 

 ・区や区社協と協働で「ボランティア講習会」を開催し、ボランティ

アの方々のスキルアップや交流の機会となるようにつとめます。 

 

平成３０年度「とことこ」の重点目標と取組内容をお伝えします☆ 


