
横浜子育てサポートシステム 横浜子育てパートナー

妊娠期から子育て期の「困ったな」「不安だな」など誰かに
相談したいとき、子育てパートナーがお話を伺います。
必要な情報提供や支援機関をご紹介することもできます。
電話でも、気軽にひろばでも、相談室での個別相談もでき
ます。　

子育てパートナー
西山

今月のイベント
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スマイル・ポート
イベント紹介
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入会説明会

出張
相談日

「子どもを預けたい方（利用会員）」に「子どもを預かることができる方（提
供会員）」をご紹介する、地域の中で子育てを支援する有償の会員制のシ
ステムです。
　　　　 

日程 4/7(金)・22(土) 10:00～11:00
会場　スマイル・ポート( 先着予約５組 )

4/14（金）13:30～15:00
  西区役所キッズスペース横

スマイル・
ホッと　預かり

利用会員または両方会員で、ひろばに   
入場できる未就学のお子さん   

対象▶

初めてさんも
安心

初めて　さんからも安心して預けられると好
評の「スマイル・ホッと預かり」。
スマイル・ポートのひろばで預かってもらい、
ホッとできる自分時間を過ごしてみませんか？

予約状況等
詳しくは
こちらから

【お申込み・お問い合わせ】
横浜子育てサポートシステム西区支部事務局  　 045-211-9707

【ご相談・お問い合わせ】　　　　　
火曜日～土曜日　9:30～15:30
横浜子育てパートナー専用ダイヤル 　  045-306-9090

4/27（木）10:00～11:30
親と子のつどいの広場「シャーロックBABy」

今月の特集
　   

ぽーたん＆ぽーたーさん 045-264-4355

春恒例の『オープンウィーク』が開かれます。
スマイル・ポートってどんなところ？
気になるけどわからない…そんな皆さん。

この「オープンウィーク」の期間中にひろばへあそびに来てみ
ませんか？子育て中だけどスマイル・ポートに来たことがない
方や、これから子育てを応援したい市民の方、すでに子育て支
援に携わっている皆さま、どうぞこの機会にひろばへあそびに
来てください。

スマイル・ポートひろばで
皆さまに会えるのを楽しみにしています。

子育てに関する相談・悩み事などお気軽にご相談く
ださいね。たくさんおしゃべりしましょう♪

10:00～　11:00～　　
13:00～ 14:00～

説明
開始時間

・ひろばの説明などの時間を設けますので、上記の時間を目安にお越しください。
・入館の際は「来館者カード」に住所・氏名等をご記入していただきます。
・検温・消毒などのご協力をお願いしています。

楽しみに
待ってるよ〜

４月４日(火)～８日(土)
オープンウィーク

■ランドマーク側
■美術館側　
■ぴあアリーナMM側

スマイル・ポートまで行ける
三菱重工横浜ビルの入り口は
3つ→

ベビーカー置き場

ベビーカー置き場があるよ
畳んで置いてね

玄関

ピンポーンと
鳴らして

お顔を見せてね

スマイルポートに
到着したら・・・

ランドマーク側入り口の場合

少し前に進むと
左手にエレベーターがあるので3階へ

入って通路を歩くと右にドトール

エレベーターを降りて右を向くと
スマイル・ポートの入口に到着

コーヒー屋さん横
『SHOPPING  PLAZA』
と書かれた入り口へ

▶
▶

▶

ここだよ スマイル・ポート

9:30～12:30／12:30～15:30
日曜日・月曜日・祝日・年末年始　

※月曜日が祝日の場合は翌火曜日も休館

２部
入れ替え制

インターホン

お問い合わせ

 火曜日～土曜日

開館時間 休館日

日 月 火 水 木 金 土

プログラムの詳細・予約方法は
スマイル・カレンダーから

※プログラムは今後の状況によっては、
　延期・変更・中止になる場合があります。

“Our English speaking staff are here to help every Friday”
   この日（ひ）は、えいごを  はなせる  スタッフが  います
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親子で
英語リトミック
10：00～10:30
14：00～14:30

横浜子育てサポート
システム説明会
10：00～11：00

エヌ・クラップ
パン販売の日
11：50～12：15

予

予予

10：00～11：00

ひろば縮小

予 ・・・ 要予約

〒220-0012　横浜市西区みなとみらい3-3-1　三菱重工横浜ビル3階
《TEL》    045-264-4355　　《FAX》   045-264-4350

「NPO法人シャーロックホームズ」が横浜市西区から受託して運営しています。
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臨床心理士さんの
相談日(個別相談)
10：00～12：00

予

保育コンシェルジュさん
の相談日(個別相談)

予

13：30～15：30

助産師さんの相談日
(グループ
 または個別相談)
10：00～12：00

予

横浜子育てサポート
システム説明会
10：00～11：00

予

スマイル
デビューday

おしゃべり会
～ダウン症児と他の
　障がい児の親子の会～
14：00～15：00

予

区の事業開催
(赤ちゃん教室)
9：30～10：45

スマイルカレンダー ４月

西区地域子育て支援拠点 スマイル・ポート

English Page

▶

▶

イベントを開催している時間
でも、貸し切りイベント以外は
ひろばで遊べるよ！！
でも、貸し切りイベント以外はでも、貸し切りイベント以外は

《対　象》　 横浜市在住・在勤の０歳～就学前の子どもと養育者　
                       妊婦とそのご家族・地域で子育てを応援する方
《利 用 料》　 無料　※利用登録が必要です

西区地域子育て支援拠点スマイル・ポートは
　　　　
編集/発行  西区地域子育て支援拠点　スマイル・ポート

プログラムのご予約・お問い合わせ
                  毎週金曜日は
                 『Smile Multicultural day』です！SMD ▶

「授乳・卒乳の疑問や不安ご自身の
体のこと」などのご相談

045-264-4355（9:30～15:30）

10：00～11：00

11：50～12：15

システム説明会
臨床心理士さんの

13：30～15：30
～ダウン症児と他の

システム説明会

(赤ちゃん教室) 英語リトミック

3/23(木)～

予約
開始日

スマイルミライday
プレママプレパパタイム予

13：30～14：45
プレママプレパパタイム
13：30～14：45

横浜子育てパートナー
とZoomで相談
(個別相談)
13:30～14:30

予

申込みは
こちら▶

子育てパートナーと
おしゃべりしよう！
　　　13:30～14:30
おしゃべりしよう！

30

親子ふれあいあそび
14:00～14:3030

予

ちょこっとおはなし会
11:45～
15:10～

ちょこっとおはなし会

やさしい日本語（にほんご）
でおしゃべり

10:15～11:15

ホームページ

LINE
公式アカウント

助産師さんの相談日

個別相談)
10：00～12：00

予

オープンウィーク
４月４日(火)〜８日(土)
オープンウィーク
４月４日(火)〜８日(土) 売り切れ次第終了

現金のみ取り扱い

「お子さんとの関わりに
ついて」などの
ご相談

「子育て中の知りたいこ
とや困ったこと」などの
ご相談

SMD

SMD

SMD

SMD

先輩パパ
吉本さんとあそぼう！
9：30～12：00

045-211-9707（9:30～17:00）（←子育てサポートシステムの申し込み）



みんなとちょこっと共有  「こっそり教える私の散歩コース」

子育てをしていると不安なことがいっぱい。自分ひ
とりで悩まないで相談してみましょう。今までたく
さんの赤ちゃんや子どもたちを見てきた臨床心理
士さんとお話ししてみませんか？お子さんに合わ
せてひろばでも、相談室でも相談できます。

離乳食の始め方、進め方のポイントについて相談
できます。

母乳から卒乳のこと、ご自身の体調のことなど心配
なことがあったら何でも相談に乗ってくれる助産師
さんです。不安なことがあったら何でも聞いてみて
ください。プレパパママさんの相談もOＫですよ。

子育てについて困ったり、悩んだり
していることなどグループで相談で
きます。
西区にお住まいの未就園の親子優
先です。

の『横浜子育てパートナー』がZooｍで個別相談を
行います。子育ての不安や気になっていることなど
相談してみましょう。

保育園や幼稚園に通わせたいけれど、よくわから
ないという方。西区保育・教育コンシェルジュさん
が保育園について個別相談をしてくれます。

赤ちゃんを迎える未来の
ママさん、パパさん。スマ
イル・ポートに遊びにきて
みませんか？
沐浴体験・妊婦体験・ひろ
ばに来ている先輩ファミリ
ーとの交流ができます。

子どもを預けたい方(利用会員)、預かる方
(提供会員)それぞれ登録していただき、お
近くの条件の合う方をご紹介する、会員制
の有償の支え合いの活動です。預かり・送
迎などご相談ください。スマイル・ポート
でのひろば預かりも可能ですよ。
登録には入会説明会の参加が必要です。
お申込みは 045-211-9707 まで。

スマイル・ポートを初めて利用する方向けのイベ
ントです。
一人で行くのはドキドキする、２回目だけど利用
の仕方を詳しく聞きたいという方にスタッフが丁
寧に説明します。プレパパママさん、赤ちゃんとの
お出かけデビュー、最近近くに引っ越してきた方
などご参加ください。
※初めてのご利用の方はこの日以外でも詳しく案
内いたしますのでお気軽にお越しください。

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。先輩ママを
お迎えして不安なこと、知りたい事を聞いたり話し
たりしましょう。

ダウン症児や他の障がい児を育てている家族同士
が情報交換できる会です。こんな時どうしてる？幼
稚園・保育園・学校のことなど。知りたいことがたく
さん聞けておしゃべりができます。

子育てしながら家族のケアをされている方、近い
将来そうなるかも？という方がおしゃべりできるイ
ベントです。

の『横浜子育てパートナー』と赤ちゃん、お子さん、ご
自分のこと、色々おしゃべりしてすっきりしませんか？

“Our English speaking staff are here
 to help every Friday”
この日（ひ）は、えいごを  はなせる  すたっふ　が  
います。

先輩ママからのお話を聞いて、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
り方などイメージしてみましょう！

音や視覚、手触りなどの感覚を刺激する
遊びをします。親子でスキンシップをしながら楽
しみませんか？
親子で向き合う時間を
大切にするイベントです。

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。エプロンを着てひろ
ばにいますので、ぜひ声をかけてくださいね。

身体を使った遊びや工作をします。
親子で一緒に楽しみましょう！

リユースの会・保活・英語リトミックなどを計画中。
「はまみらい☆Ｔwins」さんと連携して行います。

０歳児（第1子）の家族を対象に西区の4エリアの各会
場で開催する連続講座です。ご近所の子育て仲間と出
会えるチャンスです！おしゃべりしたり、悩みを共有し
たり、地域の親子のひろばにお出かけしたりします。
※詳細はＨＰやスマイル・ポートへお問い合わせください。

身体をつかって子どもと遊ぶコツやパパならでは
の絵本の読み聞かせ講座など、子育て中のパパ講
師が子育てのヒントを伝えてくれます。
（ひろばに来ているパパ同士のライングループ『パ
パスマイル』もあります。）

動かなくなったおもちゃを修理してくれる
『おもちゃドクター』が来てくれます。
状態によっては直せないおもちゃもありますが、ぜ
ひ持参して相談してみてください。

お昼の会や帰りの会の時間に、
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。

『この本大好き』さん、『ぽっぽっぽ』さん他
ボランティアさんによるおはなし会です。お昼の会
の時間に行います。

エレクトーンの生演奏に合
わせて英語の歌を歌った
り、手遊びをしたりします。
親子で動きますので動き
やすい服装でご参加くだ
さい。

毎月美味しいパンをひろ
ばで販売してくれます。

一緒に赤ちゃん体操（つ
むぎ体操）をやったり、育
児についての不安なこと
を質問したりできます。

・プログラムは今後の状況により、延期または中止になる場合があります。
・予約なしのイベントの際、ひろばが入館制限になった場合はご参加いただけないことがあります。
・イベント開催はホームページや通信でお知らせします。

西区内の公園やお散歩コースに
スマイル・ポートスタッフが出張します。
親子で公園遊びをしながら子育て情報などをゲッ
トしたり、おしゃべりしたりしましょう。

YOKE（横浜市国際交流協会）と連携して外国とつ
ながる親子のためのイベントを開催します。

外国（がいこく）の方（かた）とその家族（かぞく）の
ためのイベントです。やさしい日本語（にほんご）で
おりがみをしたり、歌（うた）をうたったりするプロ
グラムです。

予 ・・・ 要予約
・・・ 毎月実施

臨床心理士さんの相談日
(個別相談)

助産師さんの相談日
(グループまたは個別相談)

栄養士さんの相談日
(グループ相談)

西区の子育て施設の園長先生と話そう！
西区出前合同育児講座

保育コンシェルジュさんの
相談日(個別相談)

横浜子育てパートナーと
Zoomで相談(個別相談)

スマイルミライｄａｙ
～プレパパママタイム～

スマイルデビューｄａｙ 横浜子育て
サポートシステム説明会

スマイル☆ゆるっとトーク ダブルケアカフェ
おしゃべり会
～ダウン症児と
他の障がい児の親子の会～

親子で英語リトミック 保育士さんとあそぼう エヌ・クラップパン販売の日

かもめおもちゃ病院 読み聞かせボランティア ちょこっとおはなし会

親子ふれあいあそび ２・３歳児あつまれ 先輩パパ
吉本さんとあそぼう！

双子ちゃん三つ子ちゃん
イベント パパイベント スマイル(^_^)

つながるプロジェクト

おそとでスマイル　 やさしい日本語（にほんご）
でおしゃべり 外国人支援イベント子育てパートナーと

おしゃべりしよう！ スマイル復職カフェ 毎週金曜日は
『Smile Ｍulticultural day』

エヌ・クラップパン販売の日エヌ・クラップパン販売の日

子育てしながら家族のケアをされている方、近い

『Smile Ｍulticultural day』『Smile Ｍulticultural day』
SMD

動かなくなったおもちゃを修理してくれる

ダウン症児や他の障がい児を育てている家族同士

スマイル・ポートを初めて利用する方向けのイベ

赤ちゃんを迎える未来の

お子さんの発達が気になっている方が、自分の気

スマイル☆ゆるっとトークスマイル☆ゆるっとトーク

保育コンシェルジュさんの保育コンシェルジュさんの

子育てをしていると不安なことがいっぱい。自分ひ 母乳から卒乳のこと、ご自身の体調のことなど心配
なことがあったら何でも相談に乗ってくれる助産師

個別相談)個別相談)
予

予

予 予

予

予 予

予 予

予

地域の皆さんが子育てのサポートをします
入会説明会　月2回　＠スマイル・ポート　

赤ちゃんから参加できる楽しいプログラムです。 子育てひろば私立常設園
『ろぜっと保育園』から保育士さんがきます。

スマイル・ポートにいる相談専門スタッフ

スマイル・ポートにいる相談専門スタッフ

生活創造空間にしにある『エヌ・クラップ』
というパン屋さん。

色分けの説明・・・

（にほんご）（にほんご）

相談関連イベント 説 明 会 親子で楽しむイベントトークイベント

プレパパママも大歓迎

現金のみ取り扱い
売り切れ次第終了推奨年齢６か月～

推奨年齢
首が座ってから～

大変人気のプログラムのため
R５.４～R６.３の間、１回のみ参加可

子育て       サポーター応援
西区の 西区民生委員 児童委員協議会会長

西区第五地区 「親子ふれあい会」       武田 容子 さん

月によって
変更あり

予

　あなたは今住んでいるところの自治会名や地区名はわかりますか？近く
に赤ちゃんを連れて行く場所や保育園、幼稚園はありますか？地域の学校に
通うとしたら何小学校ですか？ これは子育てをしていく上でとても大切なこ
と、あなたのこれからの生活を支えてくれるものです。
　西区はみなとみらい地区を加えて7地区に分かれています。子育て支援拠
点「スマイル・ポー ト」を起点として、それぞれの地区で子育て支援活動を展

開しています。地区での子育て支援活動案内は、スマイル・ポートや西区社
会福祉協議会のホームページ、お住まいの自治会の掲示板に掲示されてい
ます。赤ちゃん訪問や乳幼児健診時にもお知らせしています。
　住んでいる地域を廻ってみてください。 きっと素敵な出会いがあり、人と
の輪が繋がっていくはずです。 まずは勇気を出して一歩前進してください。
何かがきっと待って いますよ！

あそびに
きてね〜

Ｋ.Ｏ.

松原商店街をプラプラ歩く
美味しいものに出会える

(１歳パパ )

しょうちゃん

岡野公園からサミットへ
買い物がてら散歩します

(３か月　パパ )

ラムネ小僧

パン屋巡り
岡野公園と
サミット周遊
(９か月　パパ )ゆきあやママ

ランドマークタワー内のカーブしているエスカレーターを
5歳長女が乗るたび感動！そんなニコニコのお姉ちゃんを

みて妹も一緒にニコニコ！ (5歳と 9ヶ月のママ )

ゆりな
掃部山公園

花壇に咲いている
色とりどりの

お花がお気に入り
(1歳ママ )

颯ちゃんママ

臨港パークの海沿いは
お散歩中のワンちゃん等
にも会えて楽しんで
お散歩できます！
(1歳４ヶ月のママ )

やしろママ

三ツ沢グラウンド(バス停 )の
六叉路交差点にある歩道橋。

下をバスが走ったり、
救急車が通ったり、

高速道路出口のトンネルがあったりで、
娘は歩道橋から眺めるのが大好き♪
三ツ沢公園に一番近い歩道橋からは、
冬はきれいに富士山が見えます！
※神奈川区ですが載せちゃいました。

(1歳 8ヶ月のママ )
ラインやひろばで投稿してくれた皆さんありがとうございます。
ひろばではコメント返しもさせていただきました。来月もお楽しみに
※投稿文の一部表現を変えております。ご了承ください。
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毎
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予

毎

予

毎
予

毎

予

毎

予

毎

毎

予

毎
毎

毎

毎

毎

対象
ハイハイ期(あんよする前
のお子さん)までの親子

対象
年少クラスに入る前
までのお友だち

たけだ  ようこ

先輩ママからのお話を聞いて、復職準備をしませ


