横浜子育てサポートシステム 入会説明会
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説明会日程 ９月２日(金)・17日(土) 10:00～11:00
会場・組数 スマイル・ポート・先着３組

「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→
【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

横浜子育てパートナーとは

秋分の日

29

「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。

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

30ＳＭＤ

045-306-9090
☆☆ 出張相談日 ☆☆
西区役所キッズスペース横

予約開始日

９月９日

金曜日

13:30～15:00

９月９日（金）10:00～11:00
第３弾は『社宮司公園』南浅間町
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！
★水色のエプロンを着たスタッフがいますので、受付をしてください。
★雨天・荒天の際は中止します。
★中止の場合は当日午前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。

９月30日（金）10:00～11:30
西区役所の保育・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。
申し込みは
こちらから
やさしい日本語で折り紙をしたり
←←←
歌を歌ったりするプログラム
『やさしいにほんごでおしゃべり』
も同時開催します。
要予約

8/23(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

スマイル
デビューday
７水10:00～11:00

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

14水 13:30～15:30
28水 13:30～15:30

要予約

Smile English day
（英語リトミック）

要予約

保育士さんとあそぼ
う！
21水13:30～14:30

要予約

6火10:00～11:00
10土13:30～14:45

外国につながる方
向け～保育・教育
コンシェルジュさん
に聞いてみよう
30金 10:00～11:30
先輩パパ吉本さん
と遊ぼう
24土9:00～12:00

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。

16金10:00～10:30
14:00～14:30
（今年度初めての方優先)

要予約

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
10土 10:00～12:00

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

スマイル☆ゆるっと
トーク～先輩ママと
話してみよう～
22木10:00～11:30

エヌクラップパン
販売
2金11:50～12:15

ちょこっと
おはなし会
30金11:45～12:00
15:10～15:25

読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
この本大好き
29木11:30～12:00

子育てパートナーと
おしゃべりしよう！
13火13:30～14:30

売り切れ次第終了

子育てパートナーと
Zoomで相談
30金13:30～ 申込みは→
要予約
14:00～ こちらから

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。

鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでも
Q＆A』
要予約 1木10:00～12:00
双子ちゃん
三つ子ちゃんの会
３土10:00～11:30
要予約

９月22日（木）10:00～11:30
お子さんの発達が気になる方が、自分の気持ちを
安心してお話できる時間です。先輩ママさんたち
をお迎えしますので、わからないこと、不安なこ
とをお話ししてみませんか？お子さんを遊ばせな
がら、ひろばでゆったりとご参加ください。

双子ちゃん、三つ子ちゃんイベント第３弾は
『おまつりひろば』です。みんなで縁日を楽し
みましょう！

★この日はひろばの利用は
12:30からです。

貸切イベントのためひろば
の利用は12:30から

出前合同育児講座
西区にお住いの方限定

要予約

９月３日（土）10:00～11:30

13火10:00～11:00

おそとでスマイル
９金10:00～11:00

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.152
《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

english-page

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。

要予約

それぞれの枠
の中は先輩マ
マからのコメ
ントだよ♡

西区には7つの幼稚園があります。昨年に引き続き、7園の先生方にご協力いただき、
2022年度の幼稚園ガイドブックが完成しました。8月23日(火)よりスマイル・ポー
ト、区役所、地域ケアプラザ、親と子のつどいのひろばで配布します（なくなり次第
終了）。7月末時点での情報が掲載されていますが、イベント等の日程が変更になっ
ている園もあります。幼稚園名の横の二次元コードを読み込んで最新の情報をＨＰで
確認してくださいね。

【対 象】第１部10：00～10：40 ７か月～12か月の赤ちゃんとその家族
第２部10：50～11：30 ２か月～６か月の赤ちゃんとその家族
妊娠5か月以上の妊婦さん

♡泥んこ遊びが多いよ！
♡季節ごとに色々なイベン
トや遊びがあるよ！

杉之子幼稚園
ばらの幼稚園
♡縦割り活動が多いよ！
♡子ども達で話し合って決
めることが多いよ！

戸部幼稚園

♡行事が多く、あそびを大
切にしているよ！
♡園庭が広く、野毛山野菜を
作っていて、食育もしてく
れるよ！

「赤ちゃん教室」は西区内９会場で開催されています。月ごとに離乳食や歯磨きについてのプログ
ラムがあり、保健師にも相談することができます。赤ちゃんとどこへ出かけたらいいか迷っている
方、子育て情報を知りたい！という方、ぜひ赤ちゃん教室に参加してみませんか？

♡ピアノの先生の演奏など
本物に触れさせてくれる
よ！
♡給食にむかいベーカリー
のパンが出る日もあるよ！

野毛山幼稚園

区のホームページで
最新の状況を
ご確認ください

【その他】予約不要。託児はありません。

藤棚幼稚園

♡個々の良いところを見て
くれて、のびのびと保育
してくれるよ！
♡園内の畑で採れた野菜で
食育してくれるよ！

♡一人一人のペースに合わ
せてくれるよ！
♡制服がなく自由で、裸足
でもOKだよ！

【持ち物】バスタオル・おむつなどお子さんに必要なもの

＊お住まいの対象地域の会場をご確認の上、直接会場までいらしてください。↓

♡保護者の要望を取り入れ
てくれるよ！
♡食育で野菜を植え、苦手
な食べ物にもチャレンジ
できるよ！

霞ヶ丘幼稚園

【内 容】子育ての情報交換や学習、仲間づくり

横浜愛隣幼稚園

「体験！子どもの救急
蘇生法」いざというと
きに学んでおくと安心
です。

健診など気にな
ることについて
聞いてもらえて
よかったです

今回は第2地区の紹介だよ！
区役所に近く、医療機関・商店街・
小中学校・幼稚園がそろい、西区のお
へそともいえる地区なんだ♪
平たんな場所が多く、隣接した他の
地域にもおでかけしやすいエリアです。

野毛山荘

第１月曜日
(R5.1月は休み)

赤門町･東ケ丘･霞ケ丘･老松町･西戸部町1～2
宮崎町･紅葉ケ丘･戸部町1～2

藤棚地域ケアプラザ

第１水曜日
(R5.1月は休み)

久保町･東久保町･元久保町･藤棚町･境之谷

戸部コミュニティハウス

第１水曜日
(R5.1月は休み)

戸部町3～7･戸部本町･御所山町･伊勢町1～2
桜木町4～6･花咲町

おひさまプラザ

第２月曜日
(10月,R5.1月は休み)

浅間台･浅間町3～5丁目･南浅間町

軽井沢コミュニティハウス

第２水曜日
(8月,R5.1月は休み)

北軽井沢･宮ケ谷

平沼西昭会館

第２水曜日
(8月,R5.1月は休み)

平沼･高島･桜木町7

スマイル・ポート

第３水曜日
(8月,12月は休み)

岡野集会所
（R4年9月～R5 年3月)

第４月曜日
(8月,R5.1月は休み)

西前小コミュニティハウス

第４水曜日
(8月,11月は休み)

みなとみらい
楠町･南軽井沢･浅間町1～2･北幸･南幸･岡野
西平沼町
中央･西前町･西戸部町3･浜松町･伊勢町3

参加者の声を聴きました！

とても勉強に
なりました！

離乳食の回は栄養士
さんのお話がとても
参考になりました！

蘇生法は人形
で実際に体験
できてよかっ
たです

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。

名称

どんなところ？

会場

子育て万歳
サロン

担い手さんたちとご近所の話題など、
ゆっくりおしゃべりができますよ♪

にしとも広場
（区役所内）

お母さんとお子さんの
ママたちが息抜きできる、
くつろぎスペース
ゆったりしたスペースです。
「ぴよぴよ」

日
毎月第1金曜日
（1月のみ第2金曜）

時

対象

予約/費用

10:00～11:00

未就園児と
その保護者

予約不要
無料

山の上教会
グレイスチャペル

毎月第3金曜日

10:00～12:00

未就園児と
その保護者

予約不要
無料

9・12・2・3月
第2木曜日

10:00～11:30

未就園児と
その保護者

予約不要
200円

第2地区親子
ふれあい会

小学校に併設されたコミュニティハ
ウスの広い和室で開催。９月は出前
合同育児講座があります。

西前小学校
コミュニティハウス

赤ちゃん教室
（右頁参照）

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♪

中央・西前町・西戸部町3・
西前小学校
毎月第4水曜日
コミュニティハウス （8・11月はお休み） 10:00～11:30 伊勢町3・浜松町在住の0歳
児とその保護者

子育て支援者会場

支援者さんとお話したり、お子さんと一緒に遊ぶことができます。
残念ながら第２地区には会場がありませんが、西区には支援会場が６か所
あります。右の二次元コードから参加しやすい会場を探してみて下さい。

10:00～12:00

未就園児と
その保護者

どんな幼稚園があるのかな？
保育園のことも知りたいな！
子育て広場ってどんなところ
かな？
同時に見て・比べて・わかる
チャンスです。
※休館日（表面参照）を除く

※第2・第４土曜午後、日曜、祝日を除く
予約不要
無料
予約不要
無料

★それぞれの会場のオープン
時間内はいつでも見られます。

★入館制限中は見られないので、
HPやインスタグラムで
混雑状況をご確認ください。

