
ー

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  

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。 

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) 

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 

※学齢期のお子さまをお持ちの方もご利用ください 

２０１９年度の『お外で遊ぼう！』の実施公園です。 

皆さまのお越しをお待ちしています。楽しくお外で遊びましょう♪ 

【開催時間】10:00～11:30 

2019年度 お外で遊ぼう！ 

【開催時間】11:00～13:00 

【開催時間】10:30～12:00 

●能見台堀口北公園  
●走川公園 

●下ノ浜公園 

●六浦あさがお公園 

●六浦公園 

●富岡西公園 

●富岡総合公園 

●西柴第四公園 

●釜利谷第四公園 

 

●能見台中央公園 

※プレイパークは 10:00～15:00開催です。 

※開催日程は、「とことこホームページ」・「お外で遊ぼう！チラシ」・「とことこ通信」にてご確認ください。 

【ご意見】 
加湿器がほしいです😢 
 
【回答】 
ご意見をありがとうございます。 
冬場は乾燥が気になりますよね・・・。 
２月～ウイルス除去効果のある加湿器をひろばに
設置する事に致しました。 
乾燥の気になる季節（１２月～３月）に定期的に
設置を予定しております。 
 

利用者の声 

おりーぶ 4/24(水) 10:30～11:15 

六浦地域ケアプラザ 4/26(金)・5/17(金) 10:00～12:00 

アピタ 
4/9(火)・4/20(土) 

12:30～14:30 
5/15(水)・5/24(金) 

 

・・・・・・【 出張相談日 】・・・・・・ 

子育てサロンなどを中心に出向き、地域

とのネットワークをより充実させるため

に『子育て応援リーダー』が新たに１名加

わります。「とことこ通信６月・７月号」

で詳しくご紹介します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

「とことこ」からのご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 4 月・ 

2019年 5 月号 

vol. １０8 

 

 

発行日：2019.3.25 

2019 年度最初の『とことこ通信』は、昨年度 11 月に「とことこひろば」

の利用者の皆さま対象に実施しました、アンケートのご報告をします。ご協

力いただいた皆さま、ありがとうございました。 

日頃ひろばを利用してくださっている方々の生の声をたくさん聞かせてい

ただきました。紙面の都合上、質問項目やご意見への回答等、一部の掲

載となってしまいましたが、「とことこひろば」ではアンケートの全容をご覧いた

だけます。ご来館の際は是非そちらもご一読ください。 

♠アンケート実施期間 : 
2018 年 11 月 1 日(木)～12 月 15 日(土) 

♠回答数 : １43 件 

Q . 利用目的は何ですか？ 

Q . スタッフから、温かく迎え入れる声かけや、利用者同士が交流しやすくなる声かけなど、ひろばを安心

して利用できる関わりがありましたか？ 

【ご意見一部抜粋】 

・スタッフの方が一人一人配慮しながら声掛けしているのが 

わかるから。 

・変なアドバイスをするようなスタッフさんが０!!これが本当に 

すごい。 

・顔を覚えていてくれて温かく受け入れられていると感じた。 

共通の話題のある人とつないでもらった。 

・いつも笑顔で優しいスタッフの方が沢山いらっしゃるので 

安心します。子供もとことこが大好きです。 

 
 

ひろば 

半数の方が、お子さんの為にご利用されている

ようです。お子さんがのびのびと過ごせるよう

に、私たち職員も心がけています。また、お母さ

んの息抜きや交流など、「養育者にとっての居場

所」としてのお手伝いもできたらと思います。 

 



 

Q . ひろばで異年齢

の子どもの様子を見

たり、他の人の子育て

の様子を知ることで、

子どもの成長の見通

しができた 

Q . スタッフや他の

保護者、専門相談日

に相談することで、

子育ての不安や悩み

の解消につながった 

8 割の方が「横浜子育てサポートシステム」を知っているという回答がありました。とことこに事務局が

移管されて 7 年目になり、かなり認知度があがってきたようです。地域ぐるみでのサポートを支援する横

浜子育てサポートシステムのしくみをひとりでも多くの方に知っていただけるよう、今後も努めて参りま

す。「利用したいがまだ会員登録していない方」、もしもの時の為に是非、登録だけでもしておくと安心です

よ。毎月入会説明会を開催していますので、お気軽にお問い合わせくださいね。 

Q . 「横浜子育てサポ

ートシステム」につい

て知っていますか？ 

【

【知っている方】 

Q .「横浜子育てサポ

ートシステム」を利

用したことはありま

すか ？ 

Q . 「横浜子育てパー

トナー」について知っ

ていますか？ 

【

【知っている方】 

Q .「横浜子育てパー

トナー」に相談した

ことはありますか？ 

相 談 

横浜子育てサポートシステム 

横浜子育てパートナー 

とことこはオープンスペースとなっているため、赤ちゃんコーナーから少し年齢の高いお子さんの様子が

わかります。他の子の成長や子育ての様子を見聞きすることができるのは、ひろばならではの事と思います。 

また、子育て中の心配や悩みはつきないですよね・・・。ひとりで抱え込まずに、周りの方や職員にお話

ししていただくだけでも、少し心が軽くなるかもしれません。私たち職員は利用者の方に共感し、寄り添う

姿勢を大切にしています。何かございましたら、是非お話しくださいね♪ 

子育て情報に関しても最新の情報に更新できるように努力していきます。お気軽にお声かけください。 

昨年よりも「知っている」と答えてくださる方が増えました。少しづつではありますが、認知していただ

いているようです。「横浜子育てパートナー」は、子育て期のいろいろな悩みごと、困りごとについての相

談をお受けする専任職員です。相談者の気持ちに寄り添い、必要な情報や制度を調べたり、適切な支援機関

を紹介します。パートナーに聞きたいことや、お話したいことがありましたら、ぜひ受付で声をかけてくだ

さい。また、電話相談もできますし（匿名でも大丈夫です）、ひろばでお話を伺うこともできます。不在の

時には、ご連絡先を伝えていただければ、必ず、パートナーから連絡をさせていただきます。 



Q . アピタ金沢文庫

店でとことこ職員が

出張していることを

ご存知ですか？ 

Q . 金沢区内の公園

で外遊びを推奨して

いる「お外で遊ぼ

う！」をご存知です

か？ 

金沢区内の公園に「とことこ公園サポーター」

の協力の下、年間約５０回公園遊びをしています。

外遊びはお子さんの五感を刺激し、成長・発達に

良いとされています。天気の良い日は外で思い切

り身体を動かしませんか？ご参加をお待ちしてい

ます。 

 

・広くてきれいでおもちゃも沢山あり、毎回楽しく過ごせています。子どもはここで伝い歩きができる様に 

なりました。色んな刺激になっているんだなぁと感じます。 

・いつも他のどの施設よりも気軽に利用させていただいています。特に子供が２人以上いると、他の施設・ 

公園では色々と気をつけないといけない（食事・トイレ・授乳・事故 etc）ので、本当に助かります。 

・とことこへ来ると、いつも子どもは満足してくれているようです。他の年齢の子から刺激をもらえるのが 

楽しいようです。少し家から遠いので、アピタの出張とことこも利用させてもらっています。これからも 

とことこも、アピタも利用させてもらいたいです。いつもありがとうございます。 
 

【 気になる点・ご要望 】 

・月齢の大きい子が小さい子にぶつかってきても、おもちゃ取られても、お母さんがちゃんと見てないことが

多いと思う。いくらスタッフの方がいても、自分の子は見るべきだと思う。 

・大きい子供が走り回っている時は少し危ないと思いました。 

・たまにお母さんがおしゃべりしていて、子どもさんがぶつかったりと、危ない思いをしたことがある。 

 あまりおしゃべりに集中しないでほしい。他の人が行きにくいと思う。 
 
 
 

 

 

利用者アンケートにたくさんの皆様にご協力いただき、ありがとうございました。感謝申し上げます。 

記述に関しては、ほとんどの方がご意見を書いてくださいました。紙面の関係上、一部抜粋し、掲載させていただき

ましたが、皆様からいただきましたご意見は、すべてスタッフ間で共有させていただき、スタッフ対応や今後のひろ

ば運営の参考にさせていただきます。 

皆様と共に「とことこ」ひろばをさらに充実させていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。 

施設長 安田みゆき 

 

★ 「2017 年度利用者アンケート」や「とことこポストの声」を受けて、ひろばに加わりました ★   
・利用者掲示板  ・トイレに貴重品入れを設置  ・加湿器の設置  ・赤ちゃん用いす（カリブ）の用意   
・カフェインレスコーヒーの用意  ・おもちゃのキッチンコーナーの固定 

・赤ちゃんコーナーの安全を守るために、おもちゃ棚の前の通路を確保 

  

その他 

いただいたご意見より（抜粋） 

「とことこ」に来られない方の為に、「とことこ職

員」が出張しています。週３回（水・金・火または

土曜日）１２：３０－１４：３０にいますので是非

遊びにいらしてください。「とことこ」同様、地域

の情報提供や子育て期の相談もできます。 

皆様に安心して気持ちよくご利用いただくために、とことこでは利用についてのお願い事項を記載した

「利用のお願い」を、初めてご利用いただく方々にお配りしたり、入口に掲示しております。ひろばでのマ

ナーに対するお声もいただいておりますが、ひろばには様々な状況の親子が不特定多数来館されておりま

す。その時々のひろばの状況や利用者の様子により、職員からもお声かけや対応をさせていただいておりま

す。我が子だけでなく他の子の成長も共に見守り合えるひろばにしていけるよう、利用者の皆様方と一緒に

スタッフもひろばをつくり上げていきたいと思っております。お気づきの点がございましたら、いつでもお

気軽にスタッフまでお声がけください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

   

 

 

 

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 
４月１７日(水)・5 月 21 日(火) 10:30～11:30  

横浜市大小児科の先生による個別相談です。４月から先生が変わります。 

助産師相談  
4 月 4 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 
4 月 18 日(木)・5 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・栄養士相談  （ＹＭＣＡマナ保育園）  

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。 

※詳しい日程は「とことこ」ホームページでご確認ください。 

教えて♡土谷先生  

5 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。 

 
 

 

●歌ってあそぼう！ 
4 月 18 日(木)・5 月 16 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) 
4 月 13 日(土)・4 月 27 日(土)・5 月 11 日(土)・5 月 25 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 

4 月 10 日(水)・5 月 8 日(水) 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〉        
4 月 5 日（金）・5 月 10 日（金）1０:00～1１:０0    

●わらべうたに親しもう 
4 月 24 日(水)・5 月 22 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。 

４・５月の入会説明会 

日にち 時間 場所 

 4 月  6 日（土） 13:30～14:30 並木地域ケアプラザ 

 4 月 20 日（土） 10:15～11:15 ふきのとう 

 4 月 24 日（水） 13:30～14:30 とことこ研修室 

 5 月 11 日（土） 13:30～14:30 柳町地域ケアプラザ 

 5 月 15 日（水） 10:30～11:30 とことこ研修室 

 5 月 21 日（火）  13;30～14:30 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 
201９年 ４月 

小児科医の健康相談 

10:30～11:30 

●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 

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 

アピタ       

アピタ       

○休  ○休  

○休  

○休  

○休  

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

@並木地域ケアプラザ 

13:30～14:30 

●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 

 

★子育てサポート 

入会説明会(要申込)  

@ふきのとう 

10:15～11:15 

アピタ       

アピタ       

ボランティア説明会 

10:00～11:00 

アピタ       

アピタ       

助産師相談 

10:00～12:00 

●歌ってあそぼう！ 

13:00～13:25 

●プレパパ･プレママ教室 

@とことこ研修室(要申込) 

10:00～12:00 

お外で遊ぼう 

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 
アピタ       

○休  
アピタ       

お外で遊ぼう 

アピタ       

★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 

○休  

※５月の相談はありません。 

○休  ○休  ○休  
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日 月 火 水 木 金 土 

 

 1 2 3 4 
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12 13 14 15 16 17 18 

 
 

   

 

  

19 20 21 22 23 24 25 

      
 

  
 

   

26 27 28 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 

  4/16(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。 5/29(水) 10:00～11:00 

  4/23(火) 

5/18(土) 
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。 

  4/22(月) 

  5/27(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。 
終了後１３時まで食事スペースもあります。 

 5/28(火) 10:00～11:00 きょうだい児の子育てについて語ろう！！ 気軽にきょうだい児の話をしましょう。 

 

201９年 ５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  

日程は「とことこ」ホームページをご確認ください  

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  

能見台堀口北公園は 10:30～12:00≫ 
※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。 
 

富岡総合公園ケヤキ広場（4/11） 下ノ浜公園（4/15） 

西柴第四公園（5/7） 富岡総合公園ケヤキ広場（5/9） 

能見台堀口北公園（5/10） 走川公園（5/14） 

釜利谷第四公園（5/15）) 富岡西公園（5/16） 

下ノ浜公園（5/20） 六浦あさがお公園（5/22） 

 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  
5 月 21 日(火) 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 
4 月 25 日(木) 10:00～11:00 ・ 5 月 17 日(金) 14:00～15:00 

 

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 

小児科医の健康相談 

10:30～11:30 

●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       

●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 

アピタ       

○休  ○休  

○休  

○休  ○休  

○休  
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) 

10:30～11:30 

ボランティア説明会 

14:00～15:00 

アピタ       

アピタ       

お外で遊ぼう 

●発達に不安の 

あるママ 

10:00～12:00 

アピタ       

お外で遊ぼう 

【４月】 

【５月】 

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

 @柳町地域ケアプラザ 

13:30～14:30 

●きょうだい児の子育て

について語ろう！！ 

10:00～11:00 

 

○休  

お外で遊ぼう 

お外で遊ぼう 

アピタ       アピタ       

●ふわふわ 

@とことこ研修室 

10:00～12:00 

 

お外で遊ぼう 

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 

お外で遊ぼう 

お外で遊ぼう 

●歌ってあそぼう！ 

13:00～13:25 

お外で遊ぼう 

○休  

★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 

ゴールデンウィークの４月２８日(日)～５月６日(月)の間は、 

「とことこ」は休館です。 

○休  ○休  ○休  ○休  

教えて♡土谷先生 

13:30～15:30 

 


