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【発行日】2021年5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。

「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。

6月の説明会 事前予約制 4組
予約は5/25（火）～開始
6/4(金）・19（土）10:00～11:00

※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）も併せて募集しています。
まずは説明を聞いてください。

【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

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
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西区地域子育て支援拠点 スマイル・ポート No.137

日々のスマイルポートの
様子や、入場制限などの
お知らせもインスタで発信
します。フォローしてね！

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。

やってます！

お誕生日を迎える子ども達に、フォト
スポットを作りました。いつでも写真
が撮れます。月ごとに少しずつ変わ
ります！お楽しみにね。

お誕生日のお友だち、お誕生日が
近いお友だちにはお昼の会と終わ
りの会で『ハッピーバースデー』
の歌をみんなで歌ってお祝いしま
す。スタッフまで声を掛けてくだ
さいね。

入り口①
ランドマーク側 入り口③

美術館側

↓このエレベーターで3階へ

ランドマークを
抜けるとこの入
口が見えます。
三菱みなとみら
い技術館横の入
口です。

入口を入ると、天井
まで吹き抜けになっ
ている通路になって
います。このまま真っ
すぐ進みます。

右側に看板が見えて
きます。ここを右折し
ます。

美術館側か
らの入口は
正面右寄り
にあります。
防災セン
ター入口の
横です。

入口を入ると、
右手に美容
室が見えま
す。そのまま
まっすぐ進ん
で薬屋、ロー
ソンが見えま
す。ローソン
を過ぎて右
側にエレベー
ターがありま
す。

3階で降りると、右手奥
にスマイルポートの入
口が見えます！
入口に消毒液が置い
てあります。

3階で降りですぐ右にはベ
ビーカー置き場がありま
す。多くのお友だちが利
用できるように畳んで置
いてください。

なるべく接触しない受付方法を試行中！→

入り口②
ぴあアリーナＭＭ側

みなとみらい大
通り側の入口は
正面左側にあり
ます。入ると正
面右には青い看
板が見えます。

スマイル・ポートを初めて利用してくださった皆さんから
『ビルまでは来られたのですが、そこからの入り方がわからずグルグル周って
しまいました！』
という言葉をよく耳にします。
そこで今月号はビルに入ってから迷わずにスマイル・ポートに到着できるよう
に、道順案内を作ってみました！

↓③

←①

↑②

スマイル・ポート



日 月 火 水 木 金 土

30 31 １ ２ ３ ４ Smile Multicultural day 5
★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）
12:00～12:45

★スマイルミライday
~プレママ・プレパパタイム~

10:00～11:00

6 7 8 9 10 11 Smile Multicultural day 12

休 休 ★スマイルデビューday
10:00～11:00

★山下臨床心理士さんの

『子育て相談day』
10:00～12:00

かもめおもちゃ病院
13:00～15:30

13 14 15 16 17 18 Smile Multicultural day 19

休 休
区の事業開催
ひろば縮小あり
10:00～12:00

★スマイルミライday
~プレママ・プレパパタイム~

14:00～15:00

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』
10:00～12:00

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

★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～
14:00～15:30
※ひろば利用は13:00まで

20 21 22 23 24 25 Smile Multicultural day 26

休 休
★すくすく手形足形
アートday
10:30～11:30

※6か月までの赤ちゃん対象

ちょこっとお話
11:30～11:45
15:10～15:25

先輩パパ吉本さんと遊ぼう！

27 28 29 30

休 休
★おしえて！
保育園のこと！
10:30～11:30

スマイルぽぽぽ・おさんぽday
10:00～11:30
（雨天中止）

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

日程・時間 プログラム名 申込み開始日・方法・対象の方 定員

6/４(金）１0:00～11:00
6/19（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
5/２５（火）～ 利用したい方どなたでも

４組

6/5(土）10:00～11:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

5/25(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

6/9(水）10:00～11:00 スマイルデビューday 5/25(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

6/12(土）
10：00～10：40～１１：20～

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

5/25(火）～先着順 来館または電話で
0歳から未就学児の親子

4組

6/16(水）14：00～15:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

6/１(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

3組

6/17(木）10：00～12:00 鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもＱ＆A』

6/1(火）～先着順 来館または電話で
主に0歳児の親子

5組

6/18(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～

6/1(火）～先着順 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

5組

6/１9(土）１４:00～15:30
※ひろば利用は13:00までに

なります

おしゃべりの会
～ダウン症児・親子の会～

6/1(火）～先着順 来館または電話で
ダウン症児の親子

5組

6/24（木）10:30～11:30 すくすく手形足形アートday 6/１（火）～先着順 来館または電話で
0歳児 6か月までの赤ちゃん

10組

6/29(火）10:30～11:30 おしえて！保育園のこと！ 6/1(火）～先着順 来館または電話で
保育園のことを知りたい方

10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』
6/17(木)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のってく
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～
6/5(土)10:00～11:00
6/16(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。

★スマイルデビューday

6/9(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。

かもめおもちゃ病院
6/１２（土）13:00～15:30

（受付時間13:00～14:30に持参してください）

動かなくなっておもちゃ箱で眠っているおもちゃをよみがえらせて
くれる「おもちゃドクター」が来て修理してくれます。部品交換の場
合は部品実費負担になります。直らないおもちゃもありますので、ま

ずは持参してみてね！

★おしゃべりの会

～ダウン症児親子の会～
6/19（土）１４：00～15:30

ダウン症児を育てているお父さんお母さん同士、こんなときどうし
ているの？どんなものがいいの？幼稚園や学校は？など知りた
い事がたくさん聞けておしゃべりできます。偶数月の土曜日開催予
定です。

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。

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
6/12(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。

ちょこっとおはなし会

6/25(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。

エヌ・クラップ（パン）販売

6/4(金）12:00～12:45

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。

先輩パパ 吉本さんと遊ぼう！

6/26(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

6/18(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。

スマイルぽぽぽ・おさんぽday（雨天中止）
6/30(水)10:00～11:30

スマイルポートから臨港パークまでみんなで歩いてお散歩に出
かけます！子どもとのお散歩や外出時に気を付ける点も確認で
きますよ！当日はスマイルポートで集合しスタッフと一緒に出
発しましょう！抱っこやベビーカーでの参加も大歓迎です。

集合10:00 ⇒ 出発 ⇒ 臨港パーク到着10:30予定

10:30～11:30までスタッフは臨港パークにいますので、何かあ
りましたら声を掛けてください。詳細や変更などはひろば内の
掲示とＨＰやインスタグラムでもお知らせします。

★印は要予約

★印は要予約

★すくすく手形足形アートday
6/24（木）10:30～11:30

今月は生後6ヶ月までの赤ちゃん対象です。

赤ちゃんの今を記念に残しませんか？専用のインクを使って手形
足形でペタペタアートを作ります。どんなものを作るかはインスタ
グラムとHP,ひろば内掲示でお知らせします。

9:30～11:30

★おしえて！保育園のこと！

6/29（火）10:30～11:３0

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・ポートに来て、保
育園について教えてくれます。そして皆さんのいろいろな疑問に答
えてくれます。

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。


