
  

金沢区地域子育て支援拠点 「とことこ」 
〒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 

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 

「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 

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 

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。 

横浜子育てサポートシステム   
 

≪予約・問い合わせ≫  045-352-7110 

≪受付時間≫  火・水・木・金・土 9：00 - 17：00 
（「とことこ」ひろばの開所時間は 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) 

子育て家庭の何でも相談窓口『横浜子育てパートナー』 

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 

 

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。 

１２月の「とことこ」は 

クリスマス月間です 
（予約不要） 

12月 ５日(水) 9:30～10:30 
【手づくり企画】 

まつぼっくりでミニツリーを作ろう！  

12月 7日(金) 10:00～11:00 

工作クラブ（折り紙 deサンタ） 

12月 1２日(水) 10:00～10:10 

マナ保育園の保育士によるお楽しみ♪ 

12月11日(火) 14:00～14:30 

花のわコンサート  

12月13日(木) 14:00～14:30 

ウクレレコンサート  

～クリスマスソングをみんなで歌おう～ 

 

12月 20日(木) 13:00～13:25 

歌ってあそぼう！クリスマスバージョン♪♪ 

金沢区は、昭和２３年（１９４８年）５月に誕生し、 

平成３０年に区制７０周年という節目の年を迎えました。 

この記念すべき今年度は、先人の活動や取組に感謝して、 

金沢区のさらなる発展を祈念して、区民の皆さまと一緒に 

記念事業を実施しています。 

 
 
 区民の皆さまが思う金沢の魅力を動画で発信しています！ 

 皆さんは、金沢のどんなところが好きですか？？ 
 
 
 

 新公会堂では、３月からの一般利用の前に、２月は「こけら落とし月間」として各

団体の皆様がさまざまなイベントを企画しています。 
 
 詳細は、１２月下旬(予定)～金沢区役所ホームページや「広報よこはま金沢区版」

等でご確認くださいね！ 

 

ふるさと金沢映像 

◎金沢区制７０周年記念動画 

 

◎新金沢公会堂こけら落とし月間（２月２日～２月２４日） 

 

【ご意見】 
セブンイレブンのゴミ箱の前や近くでタバコを吸っている人がいて、とことこの入口に入る時に

煙を吸ってしまうのが嫌です。手を下げられていると顔にもあたりそう。１階がコンビニなの

でしかたないと思うのですが、タバコを吸う場所を変えてもらえると嬉しいです。とことこの問

題ではないと思うのでどうしようもないかもしれないけど、子どもが前を通ると危ないので。 

 【回答】 
心中お察し致します。いただいたご意見は、1階セブンイレブンの 

オーナーと共有させていただき、喫煙をご遠慮いただきたく、掲示を

更に大きく目立たせました。乳幼児が利用する施設として、せめて、

とことこ開館時間だけでも喫煙をご遠慮いただく抑止になればと考

えております。貴重なご意見をありがとうございました。 

ちなみに、セブンイレブンでも以前は設置していた灰皿を撤去する

等、配慮をしてくださっていました。 

 

利用者の声 利用者の声 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。 

  １２月・１月号では、『⑥横浜子育てサポートシステム』についての特集です。 

2018年12 月・ 

2019年 1 月号 

vol. １０６ 

 

 

発行日：2018.11.25 

 【 「とことこ」の７つの機能 】 

①ひろば ②相談 ③情報の収集・提供 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 

 もっと 
『とことこ』を 

  知ろう！ 
  ～Ｐａｒｔ５～ 

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とのつながりを広げ、地域ぐるみでの子育て支援をめざす『横浜子

育てサポートシステム』。子どもを預かってほしい人と、子どもを預かる人に会員登録をしていただき、条件の合う近隣の方との出

会いをサポートします。（有償の支えあい活動になります。） 

まずは、入会説明会にご参加ください。詳しい日程は、中面のカレンダーをご覧ください。 

たとえばこんな時、お子さんを預かってくれる提供会員がいるか 

どうかを、コーディネーターに相談してください。 

 

 

 

※体調を崩しているお子さんや、医療行為の必要なお子さんの 

援助活動は行うことが出来ません。 

□ リフレッシュしたい   □ 学校行事・仕事・通院    

□ 保育園・幼稚園への送迎   etc… 

２０１８年度上半期活動ランキング 

１位 ： 保育所・幼稚園等の送迎と預かり等 

２位 ： 利用会員宅預かり 

３位 ： 小学校登校前・下校後の預かり 

４位 ： 習い事・塾の送迎 

５位 ： 学童保育等の送迎と預かり等 

 地域ぐるみでの子育て支援をめざす  

 

とことこ 子サポ 

援助活動の内容 

お子様も慣れ親しんでいる、また沢山の見守りがある 

「とことこ」のひろばで、サポートを行っていただく事も可能です。 

写真のお二人は、毎週ひろばを利用されてのサポート活動時

の様子です。提供会員の

K さんはとても丁寧に大切

に過ごされていて、利用会

員のお子様と素敵な関係

を築かれています。 

 

ひろばでのサポート 

金沢区支部事務局より 

横浜子育てサポートシステムは子どもを通して人とつながり、 

地域とつながるきっかけになる事業です。 

その出会いが、赤ちゃんから幼稚園、小学生、中学生と多感

な時期に差し掛かった時に地域の見守りの目となり親子にとって

心強い味方になることと思います。 

みなさまにとって、素晴らしい出会いがあることを願っています。 

 

Q．急に預かってもらえますか？ 

A．目安として 2週間位前にご連絡ください。 

地域のみなさまのご協力により成り立っている事業ですので、ご希望に添えないこともあります。 
 
お子さんの預け先に困った時は、まずはご相談ください。全て解決とはいかずとも、コーディネーターが寄り添い 

一緒に考えます。そして保護者の方が状況を整理し選択できるよう応援します。 

会員同士でつながったら、次からは直接提供会員さんに連絡をして次回のサポートをお願いできます。 

 

 

 

コーディネーターは「とことこ」の事務所にいます。 

お気軽にお声掛けください。 

 

預かる人 

大募集！ 

よくある質問 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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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小児科医の相談 
12 月 8 日(土)・1 月 19 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  
12 月 6 日(木)・1 月 10 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 
12 月 20 日(木)・1 月 17 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・栄養士相談  （ＹＭＣＡマナ保育園） 

12 月 12 日(水) 10:00～11:00   

1 月 18 日(金) 14:00～15:00   

ＹＭＣＡマナ保育園の保育士と栄養士に、子どもとの関わり方や 

保育園での生活、食べ物の好き嫌いや離乳食の事等をひろばで気軽

に相談が出来ます。 

薬剤師さんにきいてみよう！ 
12 月 12 日(水) 14:00～15:30  

薬に関する事（飲ませ方や塗り方）や、健康についての相談も出来ます。 

教えて♡土谷先生 
1 月 23 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。 

 
 

 ●歌ってあそぼう！ 
12 月 20 日(木)・1 月 17 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。 

●プレパパプレママ教室 (要予約) 
12 月 8 日(土)・12 月 22 日(土)・1 月 12 日(土)・1 月 26 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〉 

●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 

12 月 18 日(火)・1 月 15 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♪ 

●工作クラブ〈折り紙〉        
12 月 7 日（金）・1 月 4 日（金）1０:00～1１:０0     

●わらべうたに親しもう 
12 月 26 日(水)・1 月 23 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♪ 

★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。 

12・1 月の入会説明会 

日にち 時間 場所 

12 月  6 日（木） 13:30～14:30 たんぽぽ 

12 月 11 日（火） 10:30～11:30 西金沢地域ケアプラザ 

12 月 15 日（土） 13:30～14:30 とことこ研修室 

 1 月  8 日（火） 13:30～14:30 とことこ研修室 

 1 月 19 日（土） 13:30～14:30 富岡地域ケアプラザ 

※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 １２月 

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 

14:00～15:00 

 

●発達に不安のある

ママ＆にこまーる 

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 de サンタ） 

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 

13:30～14:30 

●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) @たんぽぽ 

13:30～14:30 

●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       

★子育てサポート入会説明会 

@西金沢地域ケアプラザ 

(要申込)10:30～11:30 

ボランティア説明会 

14:00～15:00 

アピタ       

薬剤師相談 

14:00～15:30 

○休  

アピタ       

お外で遊ぼう 

アピタ       
30 31 

○休  

●きょうだい児の子育て

について語ろう！！ 

10:00～11:00 

 

アピタ       

○休  

ツリーのマークがある日は、クリスマスイベントを開催します♪ 

★キラキラパパの 

わいわいカフェ 

(要申込) 

10:00～11:30 

13:00～14:30 

助産師相談 

10:00～12:00 

１２月は 
クリスマス 

バージョンです 

花のわコンサート 

14:00～14:30 

ウクレレコンサート 

14:00～14:30 

まつぼっくりで 

ミニツリーを作ろう！ 

9:30～10:30 

 

お外で遊ぼう 

アピタ       

10:00～10:10 
お楽しみ♪ 

保育士・栄養士相談  

10:00～11:00 
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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 

  12/21(木) 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。 1/22(火) 10:00～11:00 

  12/11(火) 

1/29(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。 

  12/17(月) 

   1/28(月) 
10:00～12:00 

発達に不安のあるママで話しましょう 

★12/17 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。 

 

201９年 １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   

1 月１８日(金) 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。 
 

能見台中央公園（12/1） カメギ根公園（１2/１3）                      

富岡総合公園（1/16） 走川公園（1/22） 

釜利谷第四公園（1/25）  

 

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。 

●ふわふわ  会場：とことこ研修室 
1 月 17 日(木) 10:00～12:0０  
個別支援学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。 

ボランティア説明会  会場：とことこ 
12 月 18 日(火) 14:00～15:00 ・ 1 月 25 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） 

とことこ 

ひろば 

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 

 

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       

○休  ○休  

○休  

○休  ○休  

○休  

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 

アピタ       

●大人のストレッチ 

10:00～11:00 

●わらべうたに親しもう 

10:30～10:50 

 ●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       

★子育てサポート入会説明会 

 @とことこ研修室 (要申込) 

13:30～14:30 

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       

保育士・栄養士相談  

14:00～15:00 

教えて♡土谷先生 

13:30～15:30 

 

お外で遊ぼう 

○休  ●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 

アピタ       

お外で遊ぼう お外で遊ぼう 

【12 月】 

【1 月】 

★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  ○休  ○休  

●にこまーるの会  会場：とことこ 
12 月 17 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。 

年末年始の１２月２９日（金）～１月３日（水）は休館です。

良いお年をお迎えくださいね。 

ママの健康ｗｅｅｋ 

お外で遊ぼう 

○休  


