横浜子育てサポートシステム 入会説明会
日月
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1

土

「子どもを預かってほしい方（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。

3

説明会日程 12月2日(金)・17日(土) 10:00～11:00
会場・組数 スマイル・ポート・先着５組

「スマイル・ホッと😌預かり」
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休 休
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9ＳＭＤ

（利用・両方会員で、ひろばに入場できる未就学のお子さん対象）

10

スマイル・ポートのひろばに提供会員さんに来ていただき、
お子さんを預かっていただきます。
ひとりでちょっとホッとできる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→
初めてさんも

学生
サンタ

11 12 13
休 休
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16ＳＭＤ

15

安心

17

【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
ひろばの利用は
12:30までです。
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23ＳＭＤ

24

横浜子育てパートナーとは

スマイル・ポートの
ふゆまつり

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。

通常のひろば利
用はできません。
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休 休
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29
30
年末休み 年末休み
【年末年始

みんなで大掃除

31大晦日
年末休み

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

休館のお知らせ】

12月29日～1月３日まで休館となります。
年始は１月４日から開館します。

045-306-9090
☆☆ 出張相談日 ☆☆
西区役所キッズスペース横

12月9日

金曜日

予約開始日
プログラムの詳細・予約方法は
←こちらの二次元コードから

要予約

要予約

子育てサポート
システム説明会
2 金10:00～11:00
17土10:00～11:00

エヌクラップパン
販売
2金11:50～12:15
売り切れ次第終了

スマイル
デビューDAY
7 水10:00～11:00

山下臨床心理士さん
の『子育て相談day』
10土 10:00～12:00

要予約

鈴木助産師さんの
『赤ちゃん
なんでもQ＆A』
要予約 2金13:00～15:00
学生サンタがやってくる！
～みなさんに笑顔を
お届けします～
10土13:30～14:30

子育てﾊﾟｰﾄﾅｰと
Zoomで相談
21水13:30～14:30

20火 14:00～14:30

要予約

要予約
ちょこっと
おはなし会
23金11:45～12:00
15:10～15:25

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。

申込はこちら
⇒

要予約
みんなで大掃除
28水12:30～15:30

Smile English day
（英語リトミック）
16金10:00～10:30
23金14:00～14:30
（今年度初めての方優先)
スマイル・ポートの
ふゆまつり
22木4部入れ替え制
①10:00～10:40
②11:15～11:55
③13:00～13:40
④14:15～14:55
各回15組予約優先
↑詳細・申込は中面へ

要予約

スマイルミライday
プレママ
プレパパタイム
6 火10:00～11:00
10土13:30～14:45
保育コンシェルジュさん
に聞いてみよう！
14水 13:30～15:30

要予約

要予約

おしゃべりの会
～ダウン症児親子の会～
17土13:30～15:00
貸切イベントのため
ひろばの利用は12:30まで
やさしい日本語
(にほんご)で
おしゃべり
23金 10:15～11:15

【年末年始

休館のお知らせ】

12月22日（木）4部入れ替え制
①10:00～10:40
③13:00～13:40

②11:15～11:55
④14:15～14:55

スマイル・ポートの
ふゆまつりです！
詳しい内容や
ご予約方法は中面へ♪
※予約優先の貸し切りイベントです。
通常のひろば利用はできません。

⒓月28日（水）
12:30～15:30
持ち物 ゴム手袋・ぞうきん
スマイル・ポート年末最終日。
スタッフと一緒にひろばや
おもちゃをピカピカに
しませんか？

年末年始休館のお知らせ
12月29日～1月3日まで
スマイル・ポートは
休館になります。
年始は1月4日(水)からスタートです。
新年もスマイルでお待ちしてます☺

ホームページ

《開館時間》 火曜日～土曜日 9:30～12:30 12:30～15:30 ２部入れ替え制
《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
LINE公式
《住 所》 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-3-1
アカウント
三菱重工横浜ビル3階
《TEL》 045-264-4355
《FAX》045-264-4350
スマイル・ポート通信 No.155
《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

12月29日～1月３日まで休館となります。
年始は１月４日(水)から開館します。

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ります。

要予約

11/22(火)～

045-264-4355 9:30～15:30

要予約
親子でふれあい遊び

13:30～15:00

english-page
プログラムのご予約・お問い合わせ
←

子育てﾊﾟｰﾄﾅｰさんと
おしゃべりしよう！
15木13:30～14:30

読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
この本だいすきの会
15木11:30～12:00

子育てパートナー
西山

12月10日（土）
13:30～14:30
横浜サンタプロジェクト
の学生さんたちによる
企画です！
詳しくは中面へ♪

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。

『横浜子育てパートナー』

～みなさんに笑顔をお届けします～

12月10日（土）13:30～14:30

が一緒に考えサポートします
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13:40～14:10 はいはいレースなど

さ

い

横浜子育てパートナーは保護者の気持ちに寄り添いながら

学生サンタがスマイル・ポートに
やってくる！みんなで楽しくレクリエ
ーションしましょう♪

＊各回15組の予約優先。各回入れ替え制です。

12月22日（木）下記の二次元コードからお申込みください。
各回 同内容 申込は１組１回まで

今年はみんなで『ふゆまつり』を楽しみましょう！
ダンスコーナーやゲームコーナー、親子で楽しむ工作タイムもあるよ！
予約優先の貸し切りイベントです。通常のひろば利用はできません。

①10:00～10:40 ②11:15～11:55 ③13:00～13:40 ④14:15～14:55

※12:30から受付開始。定員に達し次第受付終了。
入館制限中はご参加できない場合があります。
ご了承ください。

じっくり、ゆっくりお話を伺う相談専任スタッフです

横浜子育てパートナーの
西山です☺

妊娠期から子育て期の不安を誰かに相談したいときに
必要な情報をお伝えしたり地域の子育て支援機関を
ご紹介したりします。
どなたでも無料で利用できます。

出産のとき、上の子どもをどうしたらいい？

なにかイライラ、モヤモヤする・・・

産院から自宅に帰ってからの生活が心配。

初めての育児でわからないことばかりで不安。

双子を出産予定なので、多胎児の情報がほしい。

子育てをしていて辛い。

仕事や保育園をどうするか悩んでいる。

誰かと話がしたいけれど、いつから外出してもいいのかな？

保育園・幼稚園情報がほしい。

小さい子どもでも安心して遊べるところが知りたい。

身近に頼れる人がいないので預け先が知りたい。

介護と育児を抱えて困っている。
介護支援について知りたい。

西区の地域の親子で遊びに行ける
場所を知ろう♪
その５
第五地区
～岡野・平沼・西平沼町
高島・南幸・北幸～

今月は第五地区だよ。昔は帷子川の河
口の入り江で、江戸時代からだんだん
埋め立てられてきた平らな地域なんだ。
横浜駅周辺は商業エリアが広がりにぎ
やかな場所だけど、その周りにはマン
ションも多く建って、子育て世帯もた
くさん住んでいるよ。

この二次元コードから
詳しい情報が見られるよ！
みんなで遊びに行ってみてね。→

きょうだいの育児ってどうすればいいの？
孫を預かっているが、遊びに行くところを知りたい。
子どもの発達が気になるけど、どこに相談したら
いいのかわからない。

ひとり親の制度を知りたい。

横浜子育てパートナーに相談したいと思ったら
対象者
受付時間
相談方法

横浜市在住・在勤の０歳～就学前の子どもと養育者
ご相談は無料です。
妊婦とそのご家族・地域で子育てを応援する方
お気軽にご相談
(どなたでも無料で利用できます。)
ください。
火曜日～土曜日 ９:30～15:30
休み（日曜・月曜・祝日・年末年始

月曜日が祝日の場合は翌火曜日）

①ひろばで遊ばせながら ②相談専用電話で(上記専用番号) ③相談室でゆっくり
④出張相談先でも（ぐらんまのいえ・シャーロックBABy・プレイパーク
西区役所キッズスペース横etc…）⑤Zoomで（月１回実施予定）

名称
親子ふれあい会
子育てサロン
グー・チョキ・パー

？
どんなところ
リトミックやマミーヨガ、水遊びなど毎回特色
ある企画で楽しい会だよ。
担い手さんから色々な情報も教えてもらえます。
平沼の住宅展示場の近くで、エレベーターで
上ったところにあり、ゆったりできるよ。隣に
は平沼さわやか公園があります。12月～令和５
年3月は施設工事のために休止します｡

会場
平沼西昭会館
平沼1-35

赤ちゃん
教室

子育て
支援者会場

先輩お母さん（支援者）とお話したり、お子さ
んと一緒に遊ぶことができます｡

第1・3木曜日

平沼集会所

第3火曜日

西平沼町5-70

(12ｰ3月休止）

平沼西昭会館

第2水曜日

平沼1-35
０歳の赤ちゃんと保護者を対象に子育てについ
て毎月テーマごとに学んでいく会。月齢の近い
ご近所仲間ができるかも♪
妊婦さん(妊娠５か月以上)もどうぞ。

日

岡野集会所

(1月はお休み）

岡野2-9-1

第4月曜日

(令和5年3月まで）

(1月はお休み）

岡野集会所

毎週水曜日

岡野2-9-1
(令和5年3月まで）

(年末年始・
祝日・休館日は
お休みです。）

対象

予約/
費用

10:00～11:30

未就学児と
その保護者

予約不要
200円

10:00～11:30

未就学児と
その保護者

予約不要
無料

10:00～11:30
(2部制)

平沼・高島・桜木町
７丁目在住の
0歳児とその保護者

時

楠町・南軽井沢・ 予約不要
北幸・南幸・岡野・ 無料
10:00～11:30
西平沼町・ 浅間町
(2部制)
１～２丁目在住の
0歳児とその保護者
10:00～12:00

未就学児と
その保護者

予約不要
無料

