★子育てサポートシステム説明
Guidance day for Childrearing
Support System
金曜日 Friday 10:00-11:00
土曜日 Saturday 10:00-11:00

子どもを預けたり、預かったりすることで、地域
での子育てを支援するシステムです。
まずは説明会に参加して、
わからないことを聞いてみましょう！
対象：子どもを預かってほしい方
子どもを預かったり、
送迎したりしていただける方
For families wishing to leave their
children with a childcare provider.
Registration required.
ご予約 For reservation
045-211-9707
先着4組
limited to 4 family

Learn about our events
イベントの紹介

★エヌクラップ パン販売
N Clap Bakery
第1金曜日 every first Friday
11:50-12:15
エヌ・クラップさんのパンが広場で販売されます。
お楽しみに。
A Baker in Nishi Ward will
come to Smile Port!
Come and buy your breads here!!

★スマイルミライday
Smile Mirai day

~for expectant moms and dads~
火曜日 Tuesday 10:00-11:00
土曜日 Saturday 13:30-14:45

赤ちゃんを迎えるママさんパパさん。地域のこ
と・子育てのことをスタッフや先輩ママさんに聞
いてみましょう！同じプレママ・プレパパ同士の
つながりもできるかもしれませんよ！第2子以
降の方もご参加ください。パパの妊婦体験や
赤ちゃんのお世話体験も予定しています。
対象：プレママ・プレパパ
Come to Smile Port and find new
friends in the Nishi Ward area!
Chat with the staffs and families at
Smile Port and get connected!!
Families with second child or more are
also welcome!
ご予約 For reservation
045-264-4355
先着2組
limited to 2 family

★スマイルデビューday
Smile Debut day
水曜日 Wednesday
10:00-11:00
スマイル・ポートを利用してみようかなというビギ
ナーさん向けの日です。ひとりで初めての
利用でドキドキする方、スマイル・ポートをもっと
知りたい方に、スタッフが詳しく説明します。
※初めて利用される方はデビューday以外
でもいつでも来館できます。
いつでもお気軽にお越しください。
対象：プレママ・プレパパの方
For families new to Smile Port.
Come on the day and we will guide
you around the facility.
※For those coming to Smile Port for
the first time are welcome to come
on other days beside the Debut day.
ご予約 For reservation
045-264-4355
先着3組
limited to 3 family

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』
Baby Q&A day
金曜日 Friday
10:00-12:00
グループ相談 in a group
母乳のこと、おっぱいのこと、断乳のこと、沐浴
のこと、自分の体調のことなど心配なことがあっ
たらなんでも相談のってくれます。困ったことが
あったら、なんでも聞いちゃいましょう！
対象：主に0歳児の親子・プレママもOK！
Chat to a friendly midwife Suzuki.
Feel free to ask any questions, breast
feeding, parenting skills, baby’s needs,
your physical concerns, etc.
She will give you postnatal knowledge
and advice.
Expectant mothers are also welcome!

ご予約 For reservation
045-264-4355
先着6組
limited to 4 family

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
Childcare Counseling day
土曜日 Saturday
10:00-10:40, 10:40-11:20,
11:20-12:00
子育てをしていると不安なことがいっぱいですね。
一人で悩まないで、直接先生に相談してみま
しょう。広場でも個室でもお子さんに合わせて
相談できます。
対象：0歳から未就学児の親子
Psychotherapist Yamashita will listen and
provide you advise and information
about your concerns and anxiety in
parenting. You can talk in the play area
or in a private room.
ご予約 For reservation
045-264-43551
先着3組
limited to 3 family

★Smile English day
英語リトミック
Sing and dance program
in English
第3金曜日 every third Friday
10:00-10:30, 14:00-14:30

赤ちゃんからできる親子リトミックの楽しいプログラ
ムです。英語の歌を歌ったり、手遊びしたり、英語
の絵本を読んだりします。ぜひご参加ください。
対象：0歳から3歳くらいまでの親子
We sing, we dance, we move, we play,
and we learn together!
There will be lots of fun in English!
Priority for those joining
for the first time.

ご予約 For reservation: 045-264-4355
先着4組 limited to 4 family

★おしゃべりの会～ダウン症
Chat Time!
～for family with
Down’s Syndrome～
4月 8月 12月 April, August, December
土曜日 Saturday 13:30-15:00
6月 10月 2月 June, October, February
水曜日 Wednesday 10:00-11:30
ダウン症児を育てているお父さんお母さん同士、
こんなときどうしいるの？どんなものがいいの？
幼稚園や学校は？など知りたい事がたくさん聞けてお
しゃべりができます。偶数月の土曜日開催予定です。
Chat time with other families with Down’s
Syndrome.
About daily life, physical developments,
kindergarten, school etc.

ご予約 For reservation
045-264-4355
先着5組 limited to 5 family

★親子でふれあいあそび
Parent and Toddlers
Play Time
10:00-10:30
音や視覚、てざわりなど五感を刺激するあそびをしま
す。親子で楽しみながらふれあい遊びをしませんか？
対象はハイハイ期（あんよする前のお子さん）
までの親子です。

Stimulate your baby’s senses
through songs and play.
Recommended for babies in their
crawling stage (before walking).

ご予約 For reservation
045-264-4355
先着5組
limited to 5 family

ちょこっとおはなし会
Story Time

区の事業開催 ひろば縮小
Nishi Ward Event

11:45-12:00, 15:10-15:25

10:00-12:00

終わりの手遊びの時間に、スタッフによるちょこっと
おはなし会を開きます。小さいお友だちも楽しめる
絵本を読みます。予約不要です。

区の事業開催のためひろば縮小
Play area limited
due to a Ward Event

A short story time at the end of
morning and afternoon session.
Our staff will introduce books that
little ones can enjoy.

先輩パパ 吉本さんと遊ぼう！
Play time！
with Daddy Yoshimoto
土曜日 Saturday 9:30-11:30
月に1回、ボランティアの先輩パパがひろばに来て、
みんなと遊んでくれます！
特にプログラムはありません。
ひろばにいますので、声をかけてくださいね。
Yoshimoto-san, a volunteer Dad will
come and play with your children.
Find Yoshimoto-san in the blue apron.
He will be here once a month on
Saturday morning.

★スマイル(^_^)
つながるプロジェクト
“Smile Project”
0歳児(第1子)のファミリーを対象にした
連続講座です。
はじめての子育て中、ご近所に仲間が増えるとと
ても心強いですよね。西区のエリア別に年間合計
4か所で開催します。
＊詳細はHP、インスタグラムでお知らせします。
Program for families with first child
babies (-12months) living in the
Minatomirai Area.
We will be meeting at 4 different
places throughout the year.
Get Connected in Minato Mirai Area!
ご予約
For reservation
045-264-4355

かもめおもちゃ病院
Toy Doctor
土曜日 Saturday
①6/11 ②2/4 13:00～14:30

動かなくなっておもちゃ箱で眠っているおもちゃをよみ
がえらせてくれる『おもちゃドクター』が来て修理してく
れます。部品交換の場合は部品代は実費負担に
なります。その日に修理できないおもちゃもあります。
まずは持ってきてみてね！
Bring your toys that needs fixing!
Toys, dolls, and stuffed animals etc.
“Toy doctor” will fix it!
Payment may occur when new parts or
accessories for the toy is necessary.
*Please note that not all can be fixed.

★西区出前合同育児講座
Nishi Ward
Child Rearing Program
7月～1月までの計7回 月1回実施
Will be held 7times July-January

西区にお住まいの方対象です。保育園の園長先
生にグループで育児の相談ができます。
Program for families living in
the Nishi Ward.
Come and consult the Head teacher
of a Nursery.
Limited to 3 families.

ご予約
For reservation
045-264-4355

★保育コンシェルジュさんに
聞いてみよう！
Let’s ask the
Nursery concierge
水曜日 Wednesday
13:30-, 14:00-, 14:30-, 15:00保育園に通わせたいけれど保育園のことがわ
からないという皆さん！西区保育・教育コン
シェルジュさんがスマイル・ポートで保育園につ
いて個別相談をしてくれます。１組25分間の
個別相談会です。
Want to know about nursery school?
The Nishi ward’s nursery/ education
concierge will come and talk about what
you’d like to know about nursery.
25mins per family.
ご予約 For reservation
045-264-4355
先着4組
limited to 4 family

子育てパートナーとおしゃべりしよう！
Chat time！with
Childcare Support Partner
月1回実施 Held once a month
子育てパートナーと赤ちゃんや子どものこと、
自分のこと、いろいろおしゃべりして
すっきりしましょう！
（ひろばを入場制限した場合には、ご参加い
ただけない場合もあります。）
You can consult the Childcare
Support Partner in the play area.
About your child, yourself etc..

ご予約不要
No reservation

子育てパートナーとZoomで相談！
Counseling on Zoom
Childcare Support Partner
毎月実施 Held every month
.
不安なことがあるけれど、なかなかスマイル・
ポートまで来れない方やひろばでは話しにくい。
ズームで子育てパートナーをZoomを使って
相談ができます。
You can consult the Childcare
Support Partner on Zoom.
About your child, yourself etc..

ご予約 For reservation
045-264-4355

離乳食について話そう！
Chat time! Baby food
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.

★スマイル復職カフェ
Chat Time!
for mums going back to work!
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.

先輩ママたちに自由に質問できるトークの時間で
す。もうすぐ離乳食が始まる方、今離乳食で悩ん
でいる方はぜひご参加ください。
（ひろばが入場制限した場合には、ご参加いた
だけない場合もあります。）

先輩ママのお話をききながら復職準備をしません
か？仕事、育児、家事のバランスや自分時間の作
り方など・・・気軽におしゃべりしながら新生活をイ
メージしてみましょう！

Do you have any concerns about your
baby’s food?
Feel free to join and ask any
questions and concerns.

Get tips and advice from working mums.
Find out how to juggle work and your
family plus how to give yourself
a break!
ご予約
For reservation
045-264-4355

★パパイベント
Chat time! ～ for dads
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.
スマイルに遊びに来ているパパ同士でつながり、
楽しく子育てしましょう！気軽にご参加くださいね。
Chat time for dads.
Feel free to join.
ご予約
For reservation
045-264-4355

アラフォーあつまれ！
Around 40 Moms
Chat time!
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.
40代の前後のママやパパたちのトークイベント
です。同じくらいの年齢の『あるある』を共有して、
子育てをみんなで楽しみましょう！
予約は必要ないので、その日の気分でふらっとお
こしくださいね。
（ひろばを入場制限した場合には、ご参加いた
だけない場合もあります。
Chat time for around 40 years old
moms and dads.
Feel free to join and talk.

スマイル☆ゆるっとトーク
～当事者ママと話してみよう～
Smile☆Chat Time
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

★『ダブルケアカフェ』
Chat Time!
For family with both
childcare and elderly care

Go to our website for details.
お子さんの発達が気になっている方が、自分の気
持ちを安心してお話できる時間です。当事者ママさ
ん達をお迎えしますので、わからないこと、不安なこ
とも聞けますよ。お気軽にご参加ください。
（ひろばを入場制限した場合には、ご参加いただ
けない場合もあります。）
A chat time for families that have
concerns about children with
developmental disability or difficulties.

もしかしたら自分もあてはまるかな？と思った方やご
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.
興味のある方はご参加ください。

Do you have any stress with child care
and elderly care in the family?
If so, come and feel free to talk out!

ご予約
For reservation
045-264-4355

おそとでスマイル
“Smile in the Park”
西区内の公園や、おさんぽコースにスマイル・ポー
トのスタッフが出張します。奇数月に1回西区の
各地域や、スマイル・ポートからちょっと遠い場所
にもお出かけする予定です。(今後の予定はHP、
インスタグラムでお知らせします）
親子で公園あそび、子育て情報の提供やスタッフ
とおしゃべりを楽しみましょう！
Let’s meet and play at the parks near
Smile Port. Our staff will be there!
It will be held once every other month.
(May, July, September, November,
January, March.)

読み聞かせボランティア
『ぽっぽっぽ』さんのおはなし会
『この本大好き』さんのおはなし会
Story Time

★教えて！
幼稚園・保育園のこと
Let’s find out about
Kindergarten and Nursery
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

11:30-12:00

Go to our website for details.

絵本の会@『この本大好き』 『ぽっぽっぽ』 さんに
よるおはなし会です。お昼の時間に行います。

西区の保育コンシェルジュさんが保育園や幼稚
園について教えてくれます。そしていろいろな疑
問に答えてくれます。
ひろば参加かZoom参加が選べます。

A short story time at the end of
morning session
by volunteer groups
“I love this book (Kono hon daisuki)”

and “Po Po Po”.

The Nishi ward’s nursery concierge will
come and talk about what you’d like to
know about kindergarten and nursery.
You can join at our play area or on Zoom.
ご予約 For reservation
ホームページか
ひろばのQRコードへ
Go to our HP or
QR at our play area

★アレルギーのお話
Learn about Allergy

★幼稚園について
先輩ママに聞いてみよう！
Let’s ask the
Nursery concierge

不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.

Go to our website for details.
杉之子・ばらの・愛隣幼稚園の先輩ママが
それぞれの幼稚園のことを教えてくれます。
ひろば参加かZoom参加が選べます。
Mums whose children going to
Suginoko / Barano / Airin Kindergarten
will talk about each nursery here at the
center or on Zoom.
ご予約 For reservation
ホームページか
ひろばのQRコードへ
Go to our HP or
QR at our play area

今年度も横浜市立みなと赤十字病院
アレルギーセンターの先生をお招きして
お話を伺います。
ひろば参加かZoom参加が選べます。
We offer private meeting with the
pediatrician from
Yokohama City Minato Red Cross Hospital.
You can chat in our play area
or on zoom.

ご予約 For reservation
ホームページか
ひろばのQRコードへ
Go to our HP or
QR at our play area

がいこくじんに つながる ひと むけ
★保育（ほいく）コンシェルジュさんに
聞（き）いてみよう！
Let’s find out about
Kindergarten and Nursery
保育（ほいく）さーびすに ついて よくしっている
西区役所（にしくやくしょ）のひとが
ほいくえん と ようちえんについて おしえてくれます。
The Nishi ward’s nursery concierge will
come and talk about what you’d like to
know about kindergarten and nursery.

ご予約 For reservation
ホームページか
ひろばのQRコードへ
Go to our HP or
QR at our play area

★出前合同育児講座
Let’s ask the
Nursery concierge
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.
みなとみらい地区の保育園の園長先生に、子
育てについて困っていることや悩んでいることな
どを相談できます。西区にお住まいの未就園
の親子優先です。
Program for families living in
the Nishi Ward.
Come and consult the Head teacher
of a Nursery.
Limited to 5 families.
窓口か電話で申し込み
For reservation
at our play area

★保育士さんと遊ぼう
Play Time
with the
Nursery teacher
西区のろぜっと保育園から保育士さんが来てくれて、
つむぎ体操をやったり、
みんなの相談にのったりしてくれます。(10組程度）
スペースに限りがありますので、参加できない場合があります。
ご了承ください。

A nursery teacher from Roset Nursery
will come and introduce a special exercise
for children. There will also be Q&A time!
Limited to 10 families (approx.)
Please note, due to limited space in the play
area, you may not be able to participate.

ご予約不要
No reservation

★双子・三つ子ｲﾍﾞﾝﾄ♪＆座談会
Twins & Triplets
Event and chat time!
不定期 随時、通信やＨＰでおしらせします。

Go to our website for details.

双子、三つ子ちゃん大集合！バザー・保活・
外遊び・英語リトミックなどを計画中！
「はまみらい☆Twins」さんとコラボで行います。
There will be flee market/ outdoor play
time/ English eurhythmics and others!!
Collaboration event
with the “Hamamirai☆Twins”.
ご予約
For reservation
045-264-4355

相談関連 イベント
Counseling related events

大人向け おしゃべりイベント
Chat time！

Learn about our events
イベントの紹介

説明会
Guidance

家族で楽しむイベント
Events for families

毎週金曜日は“Smile Multicultural day”
Our English speaking staff are here to help every Friday
このひは えいごが はなせる スタッフが います

