
「ちょっと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）」をご紹介し、地域の
中で支援する会員制の有償のシステムです。
ご利用・ご登録には入会説明会の参加が必要です。お子様を連
れての参加もできます。わからないことは何でも聞いてくださ
いね。

8月の説明会 事前予約制 4組
8/6(金）21（土）10:00～11:00

※予約は7/20（火）～開始

※上記日程で都合がつかない場合には個別の説明会を実施し
ます。お気軽にお電話ください。

※提供会員（預かる・送迎など）も大募集中です。

【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
火曜日～土曜日 9:00～17:00

スマイル・ポートつうしん 2021年8月号 No.139

【発行日】2021年7月15日
【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

〒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

【開館時間】 火曜日～土曜日 9:30～15:30
【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

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
西区役所からの委託を受けて運営しています。

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。
気持ちに寄り添い、お子さんの成長を一緒に見つめながら、
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、気軽に広場でも、個室での個別相談もできます。
どんなにささいなことでもお気軽に！相談は無料です。ご
予約もできます。

【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

HP

http://www.smile-port.jp

Email

kosodatekyoten@smile-port.jp

西区地域子育て支援拠点 スマイル・ポート No.139

引き続き安心して
ご利用いただけるように

☆密を避けるため、混雑状況によっては
利用の制限をさせていただく場合があ
ります。

☆なるべく多くの皆さんにご利用いただ
けるように、２時間を目安にご利用く
ださい。

☆ひろば内では当分の間は
水分補給・授乳⇒〇
離乳食・間食・昼食⇒×

☆空気の入れ替えを常にしています。
☆おとなの方はマスク着用でお願いしま
す。

☆保護者・お子さん・ご家族に発熱
（３７．５℃以上）や咳・くしゃ
み・鼻水などの呼吸器症状や
体調不良がある場合にはご利用を
お控えください。
ご協力をお願いします。

西区役所1階のキッズスペース横で、子育てパー
トナーの出張相談が始まりました。

第2金曜日 13：30～15：00にパートナーがい
ますので、相談したい方はお越しください。
皆様とお会いできることを楽しみにしています。

スマイル・ポー
ト
三菱重工横浜ビル 3階 ぴあアリーナＭ

Ｍ

〒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

【交通機関】
みなとみらい線「みなとみらい」駅 徒歩約5分
ＪＲ・市営地下鉄線「桜木町」駅 徒歩約10分

２０２１

8

はじめての子育てでは、ご近所に子どもと一緒に行ける場所や子育て仲間
が増えると心強いですよね。そこで

仲間と、地域と
がスタートします❕

💛利用方法などの詳細は各施設にお問い合わせしてから
ご利用ください。

☆南浅間保育園 7/20(火）～8/30（月）までの毎週火・水
10:50～11:20 8/4.10.11はお休み 要予約
☆ろぜっと保育園 8/5.19.24.26.27
10:30～11:00 予約不要
☆とべとべサロン（戸部コミュニティハウス）7/21（水）
10:00～受付 10:30～11:45 予約不要 100円
☆第五地区親子ふれあい会（西昭会館）8/5（木）19（木）
10:00～11:30 予約不要 200円
☆オープンセサミ（久保町第2自治会館）水かけ遊び 7/17（土）
10:00～12:00 要予約
☆浅間台地域ケアプラザ『親子であそぼ』 7/14（水）9/8（水）
10:00～11:30 予約不要 先着6組
☆岡野公園プール 7/10（土）～9/5（日）までの毎日
子ども用プール 9:00～16:00 60円/時間
25ｍプール 9:00～18:00 100円/時間
整理券配布・完全入れ替え制

お住まいの
地域

浅間町・岡野・軽井沢
周辺エリア

藤棚
周辺エリア

戸部・伊勢町
周辺エリア

みなとみらいエリア

会場
軽井沢コミュニティハウス

浅間台地域ケアプラザ（8/6）
藤棚地域
ケアプラザ

戸部コミュニティ
ハウス

スマイル・ポート

第1回 7月30日（金） 9月2日（木） 10月7日（木） R4年1月18日（火）

第2回 8月6日（金） 9月9日（木） 10月14日（木） R4年1月25日（火）

第3回 地域の親子の居場所の開催日に訪問

第4回 8月21日（土） 10月2日（土） 10月30日（土） R4年2月5日（土）

申込み開始日 ７月13日（火） 8月4日（水） 9月1日（水） 12月8日（水）

☆第1.2.4回の時間は10:00～11:30、第3回は各親子の居場所の実施時間に準じます。
☆お住いの地域の会場についてわからない場合はお問い合わせください。
☆予定が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

対象
西区在住の0歳児
（第1子）の親子

（1歳以上でお引越ししてきた方
などはご相談ください）

申し込み
来館またはお電話で
045-264-4355

9:30～15:30（日・月・祝日休）

第3回目
『地域にお出かけウィーク』

お住まいの地域の子育てサロンや親
と子のつどいの広場、保育園の子育
て支援室、子育てサークルなど親子
の居場所にお出かけします。

第2回目

『パートナーさんとあそぼう！』
横浜子育てパートナーを交えて、
子育てについてのおしゃべりの会で
す。地域の親子の居場所につい

てもお話します。

第4回目
『また会いましょうの会』

地域にお出かけウィークの報告、
家族と子どもを守る防災について考
えます。ファミリーでのご参加もお待

ちしています。

第1回目

『はじめましての会』
自己紹介、親子でふれあい遊
びを交えながら交流会です。

定員
各回6組なるべく接触しない受付方法で

試行中です！

☆☆大切なお知らせ☆☆
最近は利用者さんが増えて、感染症予防のため入館制限することが多くなりました。
スマイル・ポートは横浜市在住・在勤の０歳～未就学前のお子さんとその養育者、妊婦とそのご家族
が利用できるひろばです。小学生のご兄弟（姉妹）は利用できませんのでご了承ください。



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６Smile Multicultural day ７

休 休
★西区出前合同育児講座

10:00～11:30

★子育てサポートシステム説明会

10:00～11:00

エヌクラップ販売（パン）
11:35～12:30

★スマイルミライday
~プレママ・プレパパタイム~

10:00～11:00

８ ９ 10 11 12 13Smile Multicultural day 14

休 休 振休
★スマイルデビューday

10:00～11:00

★保育コンシェルジュさん
に聞いてみよう！

13:30～15:10

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』

10:00～12:00

子育てパートナーの
出張相談＠西区役所
13:30～15:00

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
10:00～12:00

15 16 17 18 19 20Smile Multicultural day 21

休 休 ★スマイルミライday
~プレママ・プレパパタイム~

14:00～15:00

★Smile English day
10:00～10:30
14:00～14:30
※初参加の方優先

先輩パパ吉本さんと遊ぼう!

★子育てサポートシステム
説明会 10:00～11:00

★おしゃべりの会
～ダウン症児・親子の会～
13:30～15:30
＊ひろば利用は12:30まで

22 23 24 25 26 27Smile Multicultural day
28

休 休
★保育コンシェルジュさん
に聞いてみよう！
13:30～15:10

ちょこっとお話会
11:30～11:45
15:10～15:25

29 30 31

休 休

事前申込が必要なプログラム・相談 ★定員になり次第受付終了

8/  5(木）10:00～11:30 西区出前合同育児講座 7/20(火）～先着順 来館または電話で
西区にお住まいの方対象

3組

8/ 6(金）10:00～11:00
8/21(土）10:00～11:00

子育てサポートシステム
入会説明会

子サポ専用ダイヤル ０４５－２１１－９７０７
7/20(火）～ 利用したい方どなたでも

4組

8/  7(土）10:00～11:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

7/27(火）～先着順 来館または電話で
プレママ・プレパパならどなたでも

5組

8/11(水）10:00～11:00 スマイルデビューday 7/27(火)～先着順 来館または電話で
スマイル・ポートのご利用がビギナーの方

５組

8/11(水）13:30～15:10 保育園コンシェルジュさんに聞い
てみよう・個別相談会

7/27(火）～先着順 来館または電話で
保育園のことについて個別相談したい方

5組

8/13(金）10：00～12:00 鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもＱ＆A』

7/27(火）～先着順 来館または電話で
主に0歳児の親子

4組

8/14(土）
10:00～/10:40～/11:20～

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

7/27(火）～先着順 来館または電話で
0歳から未就学児の親子

3組

8/18(水）14:00～15:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

7/27(火）～先着順 来館または電話で
プレママ・プレパパならどなたでも

5組

8/ 20(金)①10:00～10:30
②14:00～14:30

Smile English day
～赤ちゃんと親子で英語リトミック～

8/3(火）～先着順 来館または電話で
（初日は電話のみ）

0歳から3歳くらいまでの親子※初参加の方優先

各回
5組

8/21(土）13:30～15:30
＊ひろば利用は12:30までになります

おしゃべりの会
～ダウン症児・親子の会

8/3(火）～先着順 来館または電話で
ダウン症児の親子

5組

8/25(水）13:30～15:10 保育園コンシェルジュさんに聞い
てみよう！（個別相談会）

8/3(火）～先着順 来館または電話で
保育園のことについて個別相談したい方

5組

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

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』

8/13(金)10:00～12:00

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何でも相談に乗ってく
れる西区の助産師さんです。困ったことがあったらなんでも聞
いちゃいましょう！プレママさんの相談もOKですよ。

★スマイルミライday

～プレママ・プレパパタイム～
8/ 7(土)10:00～11:00
8/18(水)14:00～15:00

赤ちゃんを迎えるママさんパパさん！スマイル・ポートに遊びに
来てみませんか？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。

★スマイルデビューday

8/11(水）10:00～11:00

一人で初めての利用でドキドキする方や、スマイル・ポートを
もっとよく知りたいなというビギナーさん向けにスタッフが詳し
く説明します。
※初めて利用される方は、スマイルデビューday以外でもいつで
も来館できます。お気軽にお越しください。

★西区出前合同育児講座
8/5（木）10:00～11:30

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。
今後の予定：9/7(火)10/5(火)11/2(火)12/7(火)R4 1/13(木)

プログラムは今後の状
況によって、延期また
は中止になる場合があ
ります。あらかじめご
了承ください。

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

8/14(土）①10:00～10:40
②10:40～11:20
③11:20～12:00

子育てをしていると不安なことがいっぱいですね。自分一人で
悩まないで、今までたくさんの赤ちゃんや子どもたちを見てき
た先生に直接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。

★保育コンシェルジュさんに聞いてみよう！
（個別相談会）

8/11（水）13:30～13:50～14:10～14:30～14:50～
8/25（水）13:30～13:50～14:10～14:30～14:50～
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15分間の個別
相談会です。

エヌ・クラップ（パン）販売
8/6(金）11:35～12:30

エヌ・クラップさんのパンがひろば内で販売されます。お楽しみ
に。＊売り切れ次第終了します

先輩パパ吉本さんと遊ぼう！

8/21(土）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。エプロンを着てひろばにいま
すので、ぜひ声を掛けてくださいね。

★Smile English day ※初参加の方優先

8/20(金）①10:00～10:30
②14:00～14:30

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、手遊びをしたり、英語の絵本を読んだりしま
す。今まで興味はあったけれど、なかなかチャンスがなかったマ
マさんパパさん！ぜひご参加ください。

★印は要予約

★印は要予約

★おしゃべりの会～ダウン症児親子の会
8/21(土)13:30～15:30

今回は英語リトミック＋おしゃべりの会です。英語の歌や
手遊びで自由に音を楽しみましょう！

※時間を通常より30分早めて開始します。

9:30～11:30

イベントを開催してい
る時間でも、イベント
に参加しないお友だち
はひろばで遊べます。

ちょこっとおはなし会
8/27(金）①11:30～11:45

②15:10～15:25

お昼と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。

何度も失敗しちゃう
ぷくちゃんですが、
めげずにパンツに挑
戦する姿がほほえま
しく描かれています。
この夏おむつはずし
をお考えのお友だち
におすすめです！

ひまわりのたねから
芽が出て、どんどん
大きくなって大輪の
花が咲くまでの様子
が力強く描かれてい
ます。お花が咲いた
後はどうなるのか
な・・・！


