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《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.150
《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。

☆☆ 出張相談日 ☆☆

LINE公式
アカウント

ホームページ

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

７月12日(火)10：00～11：00 ５組
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。
窓口か電話で申し込み

７月13日(水)10：00～11：30 ５組
（2019年４月２日～2020年４月１日生まれのお友だち限定）

幼稚園に入る前に準備していることや、心配なこと（ﾄｲﾚ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ等）をみんなで情報交換しませんか？プチ親子製
作も予定しています！ 窓口か電話で申し込み

７月29日(金)13：30～14：30 10組程度

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。
（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。）

７月23日(土)10：00～11：３0 15組

パパならではの身体を使った遊びや
声掛けのコツを現役パパさんに教
えてもらう講座です。家族みんなで
参加しましょう！
HPまたは二次元コードでお申込み

スマイル
デビューday
６水10:00～11:00

スマイルミライday～
プレママ・プレパパタ
イム～

５火10:00～11:00
９土13:30～14:45

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
９土 10:00～12:00

鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでも
Q＆A』
８金10:00～12:00

保育コンシェルジュ
さんに聞いてみよう！

13水 13:30～15:30

Smile English day
（英語リトミック）

15金10:00～10:30
15金14:00～14:30
（今年度初めての方優先)

子育てサポート
システム説明会
１金10:00～11:00
16土10:00～11:00

おそとでスマイル
第２弾 境之谷公園
14木10:00～11:00
（詳細は中面へ）

子育てパートナーと
おしゃべりしよう！
21木13:30～14:30

おはなし会
22金15:10～15:25

エヌクラップパン
販売
１金11:50～12:15
売り切れ次第終了

パートナーさんと
Zoomで相談
26火13:30～

14:00～
申込みは→

区の事業開催
ひろば縮小
20水10:00～12:00

読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ぽっぽっぽ
22金11:30～12:00

おいでよ2歳！
13水10:00～11:30
（詳細は表面へ）

保育士さんとあそぼ
う！
29金13:30～14:30
（詳細は表面へ）

パパ講座
23土10:00～11:30
（詳細は表面へ）

出前合同育児講座
西区にお住いの方限定

12火10:00～11:00
（詳細は表面へ）

双子ちゃん三つ子ちゃ
んの会
27水13:30～14:30

english-page

要予約 要予約 要予約 要予約

要予約 要予約 要予約

要予約

要予約

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。

予約開始日 6/21(火)～

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

要予約要予約要予約

～出前合同育児講座～

幼稚園に入る前みんなどうしてる？

要予約

要予約

要予約

横浜子育てサポートシステム 入会説明会
「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
する有償の会員制のシステムです。

説明会日程 ７月１日(金)・16日(土) 10:00～11:00
会 場 スマイル・ポート

「ぐらんまのいえ」出張入会説明会

親と子のつどいのひろば「ぐらんまのいえ」で子サポの
出張説明会を行います。お近くの方のご参加をお待ちして
います！

７／７（木）10：30～11：30 事前予約制 ６組

横浜市西区境之谷30－６（ばぁばのいえあさだ内）
申込先 ぐらんまのいえ ０４５－３４１－４２４８（火・水・木）

西区支部 ０４５－２１１－９７０７（火～土）

【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

シャーロックBABy ７月28日 木曜日 10:00～11:30

横浜子育てパートナー

ひろばの利用は
12:30～です

23日のひろば利用は12:30～です

西区役所キッズスペース横 ７月８日 金曜日 13:30～15:00
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スマイル・ポートに来館する目的

n=113

第１位 子どもを遊ばせる

第２位 情報取得のため
(子育ての情報・近所
の場所の情報）

第３位 自分や子どもの仲間
づくり
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70%

0% 50% 100%

情報発信から今後得たい情報
n=113

第１位 近所の子連れでいける
スポット情報

第２位 家の近くの子育て支援
の場所やイベント情報

第３位 近隣の外遊びできる公
園の情報

第４位 保育園・幼稚園情報
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今子育てに関して悩んでいること

n=113

第１位 発達にあった関わり方
やしつけ

第２位 離乳食や授乳について

第３位 睡眠などの生活リズム 13%

27%

45%

0% 50%

自主的な活動で興味のあるもの

第１位 今ある親子サークル
に参加したい

第２位 育児に関する気になる
テーマについて専門家
を呼んで楽しく学ぶ

第３位 〇〇県人の会、〇〇好
きの人集まれ～などの
趣味的な会

n=71

利用者アンケート概要
期間 R4.3.15～30 形式 質問紙＆WEB
対象 スマイル・ポートを2回以上利用したことがある人
有効回答 113名(女性：男性＝９：１）
上記グラフは、全て複数回答の項目

アンケート結果の詳細はこちらから⇒

広々とした安心安全な場所で子どもを遊ばせることと、情報を得たいという目的で利用している人が多く、そ
れにプラスして、仲間づくりやほっとしたいという希望も多くみられました。グラフにはあげていませんが、居
心地のよさ、衛生面、安全面、スタッフの対応、相談のしやすさに対しては、95％以上の人が「とてもそう思
う・そう思う」とご回答いただきました。
今後もニーズに応えた環境づくり、企画づくり、情報発信をしていきたいと思います。WITHコロナの時代、感

染対策に努めつつも、皆さんからの声を今後の運営に活かしていきます。ご協力ありがとうございました！

お待たせしました♪

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で開催します。子育て情報をゲッ
トしたり、スタッフとおしゃべりを楽しんだりしましょう！

第２弾は「境之谷公園」です
雨天の場合は境之谷公園に隣接している境之谷こどもログハウスで開催します

日時：７/1４(木) 10：00～11：00
＊水色のエプロンを着たスタッフがいますので受付をお願いし
ます。
＊雨天・荒天・熱中症警戒アラート等発表の際は中止します。
＊中止の場合は当日9時にスマイル・ポートのHP、インスタグ
ラムでお知らせします。

西消防署の方が来て、いざという
時の救命処置が学べます！乳幼児
とそのご家族が対象です。

会場：
戸部本町地域ケアプラザ
日時：７/２(土)
10：00～11：３0 要予約

お申込み・お問い合わせ
045-321-3200
戸部本町地域ケアプラザ

西区の各地区のチラシ みなとみらい地区のチラシ

①らららの会

②月2回 水曜日 午前中

③宮崎地域ケアプラザ

④先生をお迎えしてリトミックを行います。日によって鈴やタンバリンな

ど楽器やボール・スカーフなどを使い身体を使って表現することを楽し

みます。音楽に合わせて歌ったり踊ったり、自由に表現することをお友

だちと共有しています。

⑤未就園児

⑥７組

⑦1か月800円(毎月徴収)

⑧西区で長年活動しているリトミックサークルです。明るく優しい先生を

お迎えしてアットホームな雰囲気で活動しています。季節の行事に合わ

せた選曲や内容も多く、親子一緒に楽しむことができます。ご家庭での

親子遊びのヒントになる遊びも盛りだくさんです。是非一緒に楽しく活

動しませんか？

⑨e-mail:rararanokai@gmail.com

上記表の説明
①サークル名②主な活動日③主な活動場所
④活動内容⑤対象年齢⑥会員数 ⑦会費
⑧PR ⑨連絡先、HPやインスタグラム

①フライングキッズサークル
②月2回主に金曜日
③野毛山荘、第四地区会館、野毛山公園、戸部コミュニティハウス等

④子育て中の親子や関わってくれる保護者の方々が安全安心に子どもと楽し
める居場所やイベントを開催しています。地域密着型の子育てを目指して
います。お菓子作りやリトミック・地域交流等メンバーのやりたい事をな

るべく実現するようにしています。
⑤０～3歳(入園まで）
⑥10～25組

⑦参加ごとに毎回250円
⑧瀬谷区でみかん狩り、神奈川区でイチゴ狩りなど親自身も
楽しめるイベントが特徴です。OGママさんや地域の方々を

講師にお迎えしています。野毛山幼稚園の保護者有志から
始まったサークルですが遠方から来る方も増えています。

⑨インスタグラム：flyingkids_yokohama ℡：090-7838-2411

e-mail:flyingkids_yokohama@yahoo.co.jp LINE ID：840sfblg

①どんぐり会

②火曜日 10:00～11:30 月1～2回(8月休み)

③宮崎地域ケアプラザ

④こいのぼり作り等の季節の行事、リトミック、

クレヨン遊び、ダンボール遊び、フィンガーペイント、パラバルーン、

動物園やログハウス、消防署見学等のおでかけや運動会、クリスマス

パーティー等の楽しい催しが盛りだくさんです。

⑤1歳半～幼稚園入園前

⑥8組

⑦500円/回(イベントによって変更あり)

⑧西区で最初にできた30年以上続くサークルです。ベテラン保育士の先生

が年間を通して楽しく指導・担当してくださっています(先生不在のイベ

ントもあります) 。お母さんとお子さんが一緒に楽しく遊ぶ、大勢のお友

だちを作る、遊びを覚えて家でも繰り返してもらえる事をめざしていま

す。見学希望の方はメールでお申込みください(参加費500円)

⑨e-mail:dongri.korokoro2019@gmail.com

①双子・三つ子サークル はまみらい☆Twins

②2か月に1度、奇数月に活動

③西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート

または桜木町・みなとみらい周辺

④親子で楽しめる季節ごとのイベントを開催

ピクニック、夏祭り、おさがり交換会、クリスマス会、英語リトミック、

手形足形アート、保活相談会、育児の相談会 などなど

⑤プレパパママから参加できます。双子・三つ子ファミリーなら新生児か

ら大人までどなたでも

⑥１５組

⑦基本無料（イベントによって都度徴収の場合あり）

⑧双子・三つ子ならではの楽しい想い出が親子で残せる

サークルです。多胎児育児の先輩に気軽に相談もできます。

ちょっとでも気になる方はお気軽にご相談ご参加くださいね！

⑨https://www.c-sqr.net/c/hamatwins/

未就園児とその保護者が集まって自主的
に運営しているのが「子育てサークル」です。
幼稚園・保育園に入る前にお友だちと一緒に
小さな集団生活を体験できます。
今回は西区にある5つの子育てサークルをご紹介します。
各サークル様々な特徴がありますので、行ってみたい！
見学したい！という方はぜひ連絡してみてくださいね。

＊スマイル・ポートのホームページ「子育て情報」からも
サークル情報がみられます。

お住まいの近くの会場で今年も始まりまし
た！『子育てで大切なこと』を園長先生に聞
いたり、他のママたちと話し合ったりできま
す。ふれあい遊びや手遊びも紹介しますよ。
それぞれの会場の参加方法や予約要・不要が
異なりますので詳細は右の二次元コードから
確認してください。

各サークルのメンバーさんがスマイルポートにやってきて
サークルの活動についてお話をしてくれます。

フライングキッズサークル 7/ 6 15:10～ ＆ 7/7 11:45～
はまみらい☆Twins 7/9 11:45～
どんぐり会 7/13 11:45～
らららの会 7/1 7/6 7/15 11:45～


