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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、地域の中で子育
てを支援する有償の会員制のシステムです。

説明会日程 ８月５日(金)・20日(土) 10:00～11:00
会場・組数 スマイル・ポート・先着５組

7 8 9
休 休

14 15 16
休 休

10

17

11
休
山の日

12ＳＭＤ

18

19ＳＭＤ

13

「スマイル・ホッと😌預かり」ご利用ください！
（利用・両方会員対象）

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→

20

【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

21 22 23
休 休

24 25 30
休 休

24

25

戸部本町地域ケアプラザで開催
26ＳＭＤ

27

区役所で開催しているプレパパママクラスの３回目と同じ内容
の講座を戸部本町地域ケアプラザで実施します。
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8/1（月）9:30～）

31

予約開始日

要予約

スマイル
デビューday
３水10:00～11:00

スマイルミライday

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
13土 10:00～12:00

～プレママ・プレパパ
タイム～

要予約 ２火10:00～11:00
13土13:30～14:45

7/21(木)～

要予約

鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでも
Q＆A』
要予約 12金10:00～12:00

6月から始まったZoomで相談！皆さんご存じですか？
スマイル・ポートの横浜子育てパートナーとZoomを使って
個別相談（1人30分）ができます。不安なことがあるけれ
ど、なかなかスマイル・ポートまで来られない方やひろばで
は話しにくい方などぜひご利用くださいね。毎月実施予定！

横浜子育てパートナーとは

要予約

Smile English day

045-306-9090
☆☆ 出張相談日 ☆☆

10水 13:30～15:30
24水 13:30～15:30

19金10:00～10:30
19金14:00～14:30

（英語リトミック）

要予約

（今年度初めての方優先)

子育てサポート
システム説明会
５金10:00～11:00
要予約 20土10:00～11:00

おしゃべりの会

にしとも広場前（西区役所隣）で、チョークあそび、水あ
そびを楽しみましょう！濡れてもよい服装で来てね。着替
えや飲みものも忘れずに！スマイル・ポートのスタッフや、
プレイパークのスタッフもいるよ！
対象年齢：小学生未満と保護者
予約不要・無料

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

西区役所キッズスペース横

保育コンシェルジュ
さんに聞いてみよう！

９:45～整理券配布開始（６０名分なくなり次第終了）

こちらの二次元コードからお申込みください

ぐらんまのいえ

８月12日
８月24日

金曜日
水曜日

13:30～15:00
10:30～11:30

にしとも広場前で
開催だよ！

～ダウン症児親子の会～

20土13:30～15:00
要予約

貸切イベントのためひろば
の利用は12:30まで

ホームページ

子育てパートナーと
おしゃべりしよう！
25木13:30～14:30

ちょこっと
おはなし会
26金11:45～12:00
26金15:10～15:25

親子ふれあい
遊び
16火14:00～14:30
要予約

要予約

子育てパートナーと
Zoomで相談
31水13:30～
14:00～

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

エヌクラップパン
販売
５金11:50～12:15

先輩パパ吉本さん
と遊ぼう
27土9:00～12:00

売り切れ次第終了

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 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
《T E L》 045-264-4355
《FAX》045-264-4350
スマイル・ポート通信 No.151
《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。

会場・所在地等
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とても心強いですよね。
令和３年度から始まったこのプロジェクトでは、スマイル・ポートのスタッフが西区の４か所の会場に出向
いて開催します。お友だちとのつながりや地域とのつながりを見つけて、子育てを楽しみたい！という皆さ
んの参加をお待ちしてます。

対象
西区在住の０歳児(第１子)の親子
(１才以上でお引越ししてきた方などはご相談ください)
定員
６組～８組程度(先着順)
＊開催する会場のスペースや感染症
の状況により変わる場合があります。

参加費
無料

←年間のスケジュール
８月２日（火）から藤棚エリ
アの申込みが始まります。
会場は藤棚地域ケアプラザで
す。藤棚、境之谷、久保町、
浜松町周辺エリアにお住まい
の０歳児ファミリ―のご参加
をお待ちしています！

申込方法
スマイル・ポートの広場で直接申込みまたはお電話
℡：045-264-4355
9:30～15:30(日・月・祝日は休み)

←←←
詳細は
こちらを
チェック
してね！

自己紹介やふれあい遊びを交え
ながらの交流会です。
地域の情報や子育てについて
などのおしゃべり会です。
お住まいの地域の子育てサロン、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。

↑軽井沢エリアの様子

地域活動ホーム ガッツ・びーと西
5階おもちゃ文庫

開催日・
開催時間
毎週月曜日

(浜松町14-40)

午前10時から
12時まで

戸部コミュニティハウス

毎週火曜日

地下1階／レクリエーションルーム
(御所山町1-8)

午前10時から
12時まで

軽井沢コミュニティハウス

毎週火曜日

5階多目的活動ホール (北軽井沢24)

午前10時から
12時まで

[～R4.8月まで]
西地区センター

毎週水曜日

1階／プレイルーム (岡野1-6-41)

午前10時から
12時まで

定員

13組

22組

【持参品】
スリッパ

20組

【持参品】
スリッパ

13組
（R4.9月～10組）

[R4.9月～R5.3月]
岡野集会所（岡野2-9-1）

中尾さん

横浜市教育会館

毎週木曜日

1階／第2研修室(紅葉ヶ丘53)

午前10時から
12時まで

藤棚地区センター
プレイルーム(藤棚町2-198)

毎週金曜日

水遊び情報

予約不要・入場制限あり・整理券配布
子どもプール60円/回(付き添いも同額)

とべとべサロン
(戸部コミュニティハウス）

お外のビニールプールで水遊び・
第１弾ママの健康チェック！
７/20（水）10:30～11:30（受付開始10:00）

予約不要・先着20組
100円/お子さん1人につき

第五地区親子ふれあい会
（８/４（木）西地区センター）
（８/18（木）平沼西昭会館）

打ち水大作戦
８/４（木）10:00～11:30
プールで遊ぼう・スイカ割
８/18（木）10:00～11:30

８/４予約不要

水あそび
７/22（金）10:00～11:30
８/５（金）10:00～11:30

予約不要 無料
水遊び用の紙おむつをご持参ください

水あそび
７/20～８/31までの毎週水,木曜日10:00～11:00
８/10～18はお休み

予約制 無料
1人20分くらいの入れ替え制

水遊びをしよう
７/28（木）８/４（木）８/18（木）８/22（月）
８/29（月）
①10:30～11:00
②15:00～15:30

予約制 無料
８月の予約は８/１より受付開始
水遊び用の紙おむつをご持参ください

ろぜっと保育園

太田さん

田中さん

12組

午前10時から
12時まで

細川さん

藤井さん

松木さん

これから毎月、地区の親子であそびに行け
る子育て支援の場所を紹介していきます♪
西区は７つの地区があり、今回は第一地区
です。戸部駅や高島町駅がある平坦なエリ
アと、掃部山公園や紅葉坂などの坂のエリ
アからなっています。駅も近く、便利な地
区です。

利用方法などの詳細は各施設に
お問い合わせの後ご利用ください

７/９（土）～９/４（日）
9:00～16:00（完全入れ替え・4部制）

南浅間保育園

子育てで困ったこと・悩んだことを誰
かにちょっと相談したいなと思ったこ
とはありませんか？
西区には毎週開催されている子育て支
援者会場が6か所あります。
子どもと一緒に遊びながら気軽に相談
もできますし、特に相談のない人も友
達作りやおしゃべりなど、お母さんの
リラックスのための場としても利用で
きますよ。
子育て支援者さんは皆、明るく優しい
地域の先輩お母さんです。プレパパマ
マも参加できます。利用料は無料、予
約も不要です。皆さんが遊びに来てく
れるのを楽しみに待っています。気軽
に立ち寄ってみてくださいね。

↑

岡野公園プール
（子ども用プール)

第六地区ママのホッとステーション
（軽井沢自治会館）

詳細はこちらをチェック→

12組

「地域にお出かけウィーク」の報告や家
族と子どもを守る防災について考えます。
土曜日の開催なので、パパも一緒にファ
↑防災ワークの様子
ミリーでのご参加をお待ちしています。
100年前の地図を見ながら「我が家はかつて海の上!!」

令和４年夏

注意事項
等

無料

８/18予約不要 200円
とべとべサロン
地域の担い手さんによる、毎回工夫をこらした楽しい会だよ！
会場：戸部コミュニティハウス 毎月第３水曜 10:00受付開始 10:30～11:30
対象：未就園児とその保護者
予約不要、先着20組 100円 ※８月はお休み
赤ちゃん教室

子育てについて毎月テーマごとに学べます。
月齢の近いご近所仲間ができるかも♪
会場：戸部コミュニティハウス 毎月第1水曜 10:00～11:30＊Ｒ5年1月はお休み
対象：戸部3～7丁目、戸部本町、御所山町、伊勢町1～２丁目、桜木町4～6丁目、
花咲町に住んでいる0歳児とその保護者
（宮崎町、紅葉ケ丘、戸部町1～2丁目の方は、第4地区野毛山荘が会場となります）
子育て支援者会場
詳細は上部を見てね！
会場：戸部コミュニティハウス・横浜市教育会館
対象：未就園児とその保護者

この二次元コードから
詳しい情報が見られる
よ！みんなも遊びに行っ
てみてね。

地域ケアプラザの子育て支援 親子向けのプログラムもあるんだよ！
戸部本町地域ケアプラザ
・みんなであそぼ 第2第4木曜 対象：未就園児とその保護者
第2木曜は予約不要・無料
第4木曜は予約制・200円（無料の場合もある）

・ママ友倶楽部
第1第3火曜 対象：西区の0歳児と保護者
予約制・300円
宮崎地域ケアプラザ
・天使のほっぺ 対象：0～1歳半児親子 要登録 無料
・元気なほっぺ 対象：1歳半～2歳児親子 要登録 無料
・「ぽっぽっぽ」withみやざキッズ 対象：未就園児親子 予約不要

