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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、相談ができます。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。
【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
☆☆ 出張相談日 ☆☆
西区役所キッズスペース横
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６月１０日

金曜日

13:30～15:00

18

25

区役所で開催しているプレパパママクラスの第3回目と同じ内
容の講座を、スマイル・ポートで実施します。
内容
赤ちゃんのいる生活、先輩パパママと赤ちゃんとの交
流、西区の子育て支援の紹介、沐浴、おむつ交換など
の体験、妊婦体験（希望者）
対象
西区在住の妊娠６か月～９か月頃の妊婦及びその家族
詳細・予約はHPから（予約は６/1（水）9:30～）

18日のひろばの利用は12:30までとなります。

30

english-page

予約開始日
スマイル
デビューday
２日木10:00～11:00
要予約

スマイルミライday～
プレママ・プレパパタ
イム～

要予約
保育コンシェルジュ
さんに聞いてみよう！

要予約

22日水 13:30～15:30

７日火10:00～11:00

要予約

Smile English day
17日金10:00～10:30
17日金14:00～14:30

子育てサポート
システム説明会
３日金10:00～11:00
要予約 18日土10:00～11:00

おはなし会
24日金11:45～12:00
24日金15:10～15:25

エヌクラップパン
販売
３日金11:50～12:15

（英語リトミック）

要予約

子育てパートナーと
おしゃべりしよう！
30日木13:30～14:30

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
11日土 10:00～12:00

5/19(木)～
鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでも
Q＆A』
要予約 9日木10:00～12:00
外国につながる
保護者向けｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
24日金10:00～11:30
要予約 (詳細は表面へ）
先輩パパ吉本さん
と遊ぼう
25日土9:30～11:30

アレルギーのお話～スキンケアについて～
６月８日(水)13：30～14：30 ６組（ひろば）
ひろば参加かZoom参加か選べます。
HPまたは二次元コードでお申込み
西区で活躍いただいている地域の子育て支援者さん
たちに、終わりの会の時間にスマイル・ポート来て
今年度も横浜市立みなと赤十字病院
いただき、ご自分のサロンやひろばのことを遊びに
アレルギーセンターの先生をお招きして
来ている親子にご紹介する時間を作りました！順番
お話を伺います。
にお呼びしますので、いろいろな情報を宣伝してく
今回のテーマは『赤ちゃんのスキンケア』
です。
ださいね。

幼稚園について
先輩ママに聞いてみよう！
★杉之子・ばらの・愛隣
６月14日(火)10：00～11：３0
10組（ひろば）
★戸部・野毛山・藤棚・霞ヶ丘
６月23日(木)10：00～11：３0
10組（ひろば）
ひろば参加かZoom参加か選べます。
HPまたは二次元コードでお申込み
それぞれの幼稚園の先輩ママが幼稚
園のことを話してくれます。

教えて！幼稚園・保育園のこと
６月15日(水)13：30～15：00 15組（ひろば）
ひろば参加かZoom参加か選べます。
HPまたは二次元コードでお申込み
西区の保育教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。

外国につながる方向け
～保育コンシェルジュさんに聞いてみよう～
６月24日(金)10：00～11：30 5組（ひろば）
ひろば・電話・HP・二次元コードでお申込み
西区の保育教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。
当日は通訳さんが来てくれます。

売り切れ次第終了

区の事業開催
ひろば縮小
15日水10:00～12:00

要予約

教えて！幼稚園・保
育園のこと
15日水13:30～15:00
（詳細は表面へ）

アレルギーのお話
スキンケアについて
8日水13:30～14:30
要予約 （詳細は表面へ）

要予約

親子ふれあい
遊び
21日火14:00～14:30

かもめおもちゃ病院
11土13:00～14:30
※おもちゃの持ち込みは
14時まで

おしゃべりの会
~ダウン症児親子の会~

要予約

22日水10:00～11:30
要予約

ホームページ

読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
この本大好き
30日木11:30～12:00

幼稚園について聞いて
パートナーさんと
みよう！
Zoomで相談
14日火10:00～11:30
14火13:30～
23日木10:00～11:30
14:00～
要予約
（詳細は表面へ）
申込みは→

プログラムのご予約・お問い合わせ
045-264-4355 9:30～15:30

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

《開館時間》 火曜日～土曜日 9:30～12:30 12:30～15:30
《休 館 日》 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
《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
《住 所》 〒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
《T E L》 045-264-4355
《FAX》045-264-4350
スマイル・ポート通信 No.149
《編集/発行》西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート
《運営法人》 特定非営利活動法人シャーロックホームズ
西区地域子育て支援拠点スマイル・ポートは
「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。

LINE公式
アカウント

横浜市西区には「親と子のつどいの広場」が二つあるのをご存じですか？
「親と子のつどいの広場」は、住宅街のマンションの1室や戸建ての住宅で民間活動団体が横浜
市の補助を受けて運営しています。ご近所の子育てファミリー同士の交流や情報交換、子育ての
相談などもできます。アットホームな雰囲気で地域情報に詳しいスタッフさんもいるので、頼り
になる場所です。西区にある二つの施設をご紹介します！

幼稚園や保育園への送迎、お預かりなど、地域
で安心して子育てができるよう、今日もたくさん
の提供・両方会員さんが力を尽くしてくださって
います。

↓詳細はこちら

預かり

送 迎

一軒家の明るくて広い畳やフローリングの部屋で思い
切りハイハイしたり、おもちゃで遊んだり、ゆっくり
おしゃべりしたりできます。0歳児たいむ、親子ヨガ、
保育士さんが来てくれるイベントもあります。
横浜市西区境之谷30-6 ℡:045-341-4248

あらかじめ決められた時間に
提供・両方会員さんが
ひろばでお子さんを預かって
くれます。

★利用案内★
・開所日時：火・水・木曜日
10:00～12:30 12:30～15:00
(お盆、年末年始など休館日あり)
・対象：未就学児(0～3歳)と保護者、ﾌﾟﾚﾏﾏ
・利用料：100円(2部制の間)

６月入会説明会
スマイル・ポートなど
でのひろば預かり

提供会員宅預かり
利用会員宅預かり

保育園・幼稚園への送迎

交流会・フォローアップ研修会
会員間の交流会やフォローアップ
研修会を定期的に開催しています。
令和３年度はクリスマスのフラワー
アレンジメントを作成しました。

入会説明会（西区支部）

利用会員
お子さんを預ける会員

提供会員
お子さんを預かる会員

両方会員
両方を兼ねる会員

２０２２年
５／６(金) ２１(土)
６／３(金) １８(土)
７／１(金) １６(土)
８／５(金) ２０(土)
９／２(金) １７(土)
１０／７(金) １５(土)
１１／４(金) １９(土)
１２／２(金) １７(土)
２０２３年
１／６(金) ２１(土)
２／３(金) １８(土)
３／３(金) １８(土)
会場：
スマイル・ポート

６月３日（金）・１８日（土）
１０：００～１１：００
事前予約制 ４組 スマイル・ポートにて
予約申込
５月１９日（木）
９：００スタート
【お申込み・お問い合わせ先】
横浜子育てサポートシステム西区支部事務局
火曜日～土曜日 9:00～17:00
０４５－２１１－９７０７

↓子サポHPはこちら

スタッフの声
「ここに来れば誰かに会える。
ここがあれば安心できる。」を
モットーに、そんな居場所とな
るよう、スタッフ一同笑顔で
お待ちしています。

運営しているママ
ボランティアの皆さん！
代表 蛭子井芙美さん
（左から2番目）

予定者研修会(3日間)

スタッフの声
子育てや地域の情報収集に、
お友だち作りにお気軽に遊び
に来てくださいね♪

横浜市西区の浅間台みはらし公園で
プレイパークを開催してます☆横浜市
には各区にプレイパークがありますが
数年前まで西区にはない状況でした。
子どもを思いっきり遊ばせたい！プレ
イパーク大好きなママたちが中心とな
り2017年から活動をはじめました！

子どもたちが思いっきり遊べるように、極力
禁止事項を な く し 、自分の責任で自由に遊
ぶことを大切にした遊び場です。子どもの遊
びを引き出したり、大きな事故が起きないよ
う見守ってくれるプレイリーダーがいます。
地域の住民の皆さんが中心となってボランテ
ィアで運営 しています。

子どもの生活と発達、幼児安全法
（救急救命法含む）他

西区研修会
2023/1/16,23,30 他区主催で

６/５（日）
10:00～12:00

録

年間１９回開催

＊個別の入会説明も可能です

利用会員
２７１
提供・両方会員
５３
（２０２２年４月３０日現在）

金曜日
12:00～16:00
(土日祝日休み･お盆･年末年始など休館日あり)
・対象：0～未就学児(主に0～3歳)と保護者、ﾌﾟﾚﾏﾏ
・利用料：100円/2時間 またはフリーパス800円/月
・予約制(４組程度)(電話または広場で直接)
受付時間は利用日前日13:30～15:30、
月曜の予約は金曜13:30～15:30、
祝日の翌日のご利用予約は当日9:30～

＊コロナウイルスの感染症状況により開所時間や利用方法が変更になる場合があります。事前にご確認のうえご利用ください。
＊37.5℃以上の発熱、咳、くしゃみ、鼻水の呼吸器症状、体調不良や感染症の疑いがある場合は、ご利用をご遠慮ください。
＊R4年5月時点の情報です。

会員証が届いたら
活動開始です！

登

大きな公園が目の前にあり、気軽に立ち寄って子どもと
遊んだり、スタッフとおしゃべりしたり、ホッと一息つ
ける場所です。毎月の工作や講座、保育士さんが遊びに
来てくれる日もあります。
横浜市西区南軽井沢18-1-110 ℡:045-324-5033
★利用案内★
・開所日時：月～木曜日 9:30～16:00

西区は特に働く利用会員が多く、サポートの
提供・両方会員が足りていない状況です。
少しのお時間で構いませんので、ぜひ西区の
子育てサポートにご協力ください！

一緒に楽しんでくれる

仲間を大募集中！
スタッフに声を
かけてね。

スマイル・ポートの子育てパート
ナーが午前中にお邪魔します！
子育てに関する相談など、いっ
4/3（日）5/1（日）6/5（日）7/3（日）
ぱいお話ししましょう！なかなか
7/31（日）9/4（日）10/2（日）11/6（日）
スマイル・ポートには行けない
12/4（日）1/8（日）2/5（日）3/5（日）
という親子も、ぜひ遊びに来て
第1日曜日 10:00～15:00
くださいね♡当日は水色のエ
(例外)8月開催なし・7月に2回（第1と第5）・1月は第2 プロンを着ています！

