
  

9 月 3 日(火)14:00～15:00『あけぼの幼稚園』・『こすもす幼稚園』 

9 月 4 日(水)14:30～15:00『フレンド幼稚園』 9 月 11 日(水)14:00～14:30『あさひな幼稚園』 

9 月 5 日(木)14:00～14:30『文庫幼稚園』 9月 17日(火)14:00～14:30『関東学院六浦こども園』 

9 月 6 日(金)11:00～11:30『カナリヤ幼稚園』 9 月 18 日(水)14:00～14:30『並木幼稚園』 

9 月 10 日(火)14:00～14:30『京急幼稚園』 9 月 26 日(木)14:00～14:30『白百合幼稚園』 

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。 

≪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） 

※詳細はお問い合わせください。 

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。 

≪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 

 

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。ぜひお越しください♪  
 

 

※予約は不要です。個別相談はありません。 

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。文部科学省の幼稚園教育要領・認定こども園保育・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幼稚園教育要領・認定こども園保育・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。 

幼稚園入園をお考えの方へ 横浜市幼稚園協会金沢支部（金沢区内１３園）の園長先生が教えてく
ださいました。これから幼稚園の入所手続きの時期がやってきます。 
ぜひ参考にしてください。 
 
 
 
 
す。ぜひご参考にしてください。 

 

金沢区内の幼稚園（１３園）へ『横浜子育てパートナー』が訪問し、先

生方から園の様子をお聞きしました。その情報はファイリングして「とこ

とこ」にあります。「とことこ」来館時に情報を確認することも出来るの

で、お気軽にお声がけください。 
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皆様にもっと「とことこ」を知っていただきたく始めた〝もっと「とことこ」

を知ろう！“。今回は番外編として『プレパパ・プレママ教室』をご紹介しま

す。パートナーと育児体験をすることで、子育てのイメージをつくり、子育て

が始まるという意識を高める事を目的に、毎月２回、土曜日に、「とことこ」・

「山本助産院」・「金沢区役所」が一緒に開催しています。 

１０：００ スタート・流れの説明・自己紹介 
 

１０：１０ 「山本助産院」の助産師による 

沐浴についての説明 

デモンストレーション 
 

１０：３５ ①沐浴体験 

②妊婦体験・赤ちゃんの抱き方・着替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１：１５ まとめ・助産師よりアドバイス 
 

１１：２０ 「とことこ」へ移動 

１０：３０ タッチケア 

 

 

 

 

 

 

１１：００ おしゃべりタイム 

         （パパ・ママ交流、 

情報交換） 
 

１１：３０ ふれあいタイム 

     （赤ちゃんとプレパパ・プレママ

の交流、語り合い） 

 

参加者の声（原文のまま） 

プレパパ・プレママ向け企画 『初心者でも安心！手縫いで作れるベビースタイ』 
11 月 7 日(木) 10:00～11:00  会場：とことこ研修室   

 おなかの赤ちゃんへ、オリジナルのスタイを手作りしながら、ゆったりとした時間を一緒に過ごす

機会を企画しています。普段裁縫をしない方、苦手な方も大丈夫です！当日は、金沢区役所の「母子

保健コーディネーター」と産前・産後のお話も出来ます。 

※詳細は「とことこ」までお問い合わせください。お子様の保育はありません。 

【会場】 「とことこ」研修室 

★これから自分たちで毎日おこなう育児を、事前に練習できて本当に良かったです。子どもに触れ合えて、楽しく幸
せな気持ちになりました。 

★産後のイメージがわいて楽しみな気持ちになりました。ネットばかり見ていたので、相談できる場所、人がいるこ
とを知って安心しました。 

★なんとなく、「子育てをしないと。」という意識はありましたが、実際にプレパパとして、生まれてくる子どもと向
き合う事ができました。少しずつではありますが、事前に気持ちや準備をしたいと思います。 

★良い勉強になりました。妊婦のたいへんさを少しでも知ることができて良かったです。今日からはもっと妻のフォ
ローをしていきたいです。 

★初めて知ることが多く、参考になりました。周りにこれから出産する人がいなかったので、お話が聞けて良かった
です。 

【会場】 「とことこ」ひろば 

詳細は「とことこホームページ」をご覧

いただくか、直接「とことこ」までお問い

合わせください。参加には予約が必要です。 

☎ ７８０－３２０５ 

合流 

【要申込】 

赤ちゃんのマッサージとふれあい

遊びで、親子で楽しい時間を過ごし

ます。  
講師:小松よしこ (ベビー＆チャイルド 

ケアマッサージアドバイザー) 

 

もっと 
『とことこ』を 
知ろう！ 
～番外編～ 
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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 31 

 
 

  
 

  

 

●歌ってあそぼう！ 
8 月 15 日(木)・9 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。 

●プレパパ・プレママ教室 (要予約) 
8 月 10 日(土)・8 月 24 日(土)・9 月 14 日(土)・9 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〉 

●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 

8 月 14 日(水)・9 月 11 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〉        
8 月 2 日（金）・9 月 6 日（金）1０:00～1１:０0    

●わらべうたであそびましょう♡ 
8 月 28 日(水)・9 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♪ 

★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。 

8・9 月の入会説明会 

日にち 時間 場所 

 8 月  8 日（木） 10:30～11:30 とことこ研修室 

 8 月 20 日（火） 13:30～14:30 とことこ研修室 

 8 月 24 日（土） 10:30～11:30 いきいきセンター金沢 

 9 月  7 日（土） 13:30～14:30 釜利谷地域ケアプラザ 

 9 月 18 日（水） 10:30～11:30 とことこ研修室 

 9 月 27 日（金）  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 
201９年 ８月 

●多胎ママ交流会 

10:00～11:00 

●はじめてのとことこ 

14:00～15:00 

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) 

@とことこ研修室 
10:30～11:30 

●大人のストレッチ 

10:00～11:00 

●わらべうたで 

あそびましょう♡ 

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 

13:30～14:30 

アピタ       

アピタ       

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 

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 

アピタ       アピタ       

アピタ       

○休  

 
専門家の相談日  
 

助産師相談  
8 月 1 日(木)・9 月 5 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 
8 月 15 日(木)・9 月 19 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 
 

薬剤師さんにきいてみよう！ 
詳しい日程は「とことこ」ホームページをご覧ください  

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 
9 月 25 日(水)  13:30～15:30  

関東学院大学教授 臨床発達心理士の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。 

 
 

 

○休  

ボランティア説明会 

14:00～15:00 

●発達に不安のある 

ママ同士で話しましょう 

10:00～12:00 

アピタ       

マナ保育園見学ツアー 

11:00～12:00 

(要予約) 

★子育てサポート 

入会説明会(要申込) 

@いきいきセンター金沢 

10:30～11:30 

※予定は急遽変更になる場合もあります。

最新情報は「とことこ」ホームページを

ご覧ください。 

 マナ保育園見学ツアー 【要予約】 

8月20日(火)・9月6日(金)・9月26日(木) 11:00～12:00      

とことこ職員と一緒に『YMCA マナ保育園』へ見学に行きませ

んか？当日は「とことこ集合」・「現地解散」です。 

とことこフラダンス 
あつまれ！ 

ケイキちゃん♪ 
13:30～13:50 

とことこフラダンス  
あつまれ！ケイキ(こども)ちゃん♪ 

8 月 8 日(木) 13:30～13:50  
会場：「とことこ」ひろば  
夏にぴったりなフラを手遊びの感覚で、 
一緒に楽しみましょう！ ※予約不要です 

○休  

●おやこ de 
パラバルーンあそび♪ 

@能見台地域ケアプラザ 
(要申込) 

10:15～11:15 

●おやこ de パラバルーンあそび♪ 
【要申込】*申込は「とことこ」まで 

8 月 8 日(木) 10:15～11:15  
会場：能見台地域ケアプラザ 多目的ホール 
対象：２歳以上の未就園児 ※予約受付中 
おやこで五感を使って遊びましょう！ 
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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 

 8/6(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。 9/4(水) 10:00～11:00 

  8/26(月) 

  9/30(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。 

  8/27(火) 

  9/21(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。 

 

201９年 ９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 9 月 20 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  

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。 
 

西柴第四公園（9/3） 六浦公園（9/5） 

富岡総合公園ケヤキ広場（9/12） 走川公園（9/17） 

下の浜公園（9/26）  

 

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  
9 月 17 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 
8 月 21 日(水) 14:00～15:00 ・ 9 月 18 日(水) 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 

●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 

●わらべうたで 

あそびましょう♡ 

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       

ボランティア説明会 

10:00～11:00 

アピタ       

アピタ       アピタ       

お外で遊ぼう 

【9 月】 

お外で遊ぼう 

アピタ       

●ふわふわ 

@とことこ研修室 

10:00～12:00 

 

●工作クラブ（折り紙） 

10:00～11:00 

 

●歌ってあそぼう！ 

13:00～13:25 

○休  

アピタ       

助産師相談 

10:00～12:00 

アピタ       

お外で遊ぼう 

★子育てサポート入会説明会 

@釜利谷地域ケアプラザ  

(要申込)13:30～14:30 

マナ保育園見学ツアー 

(要予約)11:00～12:00 

●にこまーるの会  会場：とことこ研修室 
9 月 21 日(土) 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。 

★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 

マナ保育園見学ツアー 

(要予約) 

11:00～12:00 

●多文化ママ交流会 

10:30～11:30 

 

教えて♡土谷先生 

13:30～15:30 

 

1 

○休  

お外で遊ぼう 

ママの健康ｗｅｅｋ 

お外で遊ぼう 

消防士さんからのお話 

13:00～13:30 

●にこまーるの会 

@とことこ研修室 

10:00～12:00 

●発達に不安の 
あるママ 

10:00～12:00 ○休  

○休  

 
８月の『お外で遊ぼう！』は、気温も高いこと

からお休みです 
 

『はじめまして❤幼稚園』 

あけぼの幼稚園・ 

こすもす幼稚園 

14:00～15:00 

『はじめまして❤幼稚園』 

フレンド幼稚園 

14:30～15:00 

『はじめまして❤幼稚園』 

文庫幼稚園 

14:00～14:30 

『はじめまして❤幼稚園』 

カナリヤ幼稚園 

11:00～11:30 

『はじめまして❤幼稚園』 

京急幼稚園 

14:00～14:30 
『はじめまして❤幼稚園』 

あさひな幼稚園 

14:00～14:30 

   消防士さんからのお話  

9 月 18 日(水) 13:00～13:30 会場：「とことこ」ひろば 

日常の危険箇所や応急手当等の対応について消防士さんが教えてくれます。 

『はじめまして❤幼稚園』 

関東学院六浦こども園 

14:00～14:30 

『はじめまして❤幼稚園』 

並木幼稚園 

14:00～14:30 

『はじめまして❤幼稚園』 

白百合幼稚園 

14:00～14:30 

★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 


