
「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。

７月の説明会 事前予約制 4組
7/2(金）・17（土）10:00～11:00

※予約は6/22（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）も併せて募集しています。

【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
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〒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.138

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。

なるべく接触しない受付方法を試行中です！

２０２１

７

カンガルークラブは南浅間保育園の子育て支援事業です。
広い園庭の奥に園舎とは独立した育児支援室「かんが
るーむ」があります。 現在は新型コロナウイルス感染予
防のため人数制限をしており、カンガルークラブのご利
用は電話で受け付けています。 ぜひ、遊びにいらしてく
ださい。

ろぜっと保育園では園の施設や人材を活かした地域の
子育て支援に取り組んでいます。園舎を開放したり育
児講座や交流保育などを催したりしています。新型コ
ロナウイルス感染予防のため、現在は交流保育・育児
講座を中止しています。再開が決まり次第、ホーム
ページなどでお知らせします。平日のご利用は予約不
要です。土曜日のみ2日前までにご予約をお願いします。

【カンガルークラブのご案内】
✿園庭開放 月～金 ８：３０～１3：３０
✿室内開放 月～金 ９：３０～１１：３０
✿育児相談 月～金 ９：００～１６：００
✿おはなし会 毎週金曜日 １０：３０～１０：５０
＊育児講座その他の予定もあります。

最新の情報は西区ホームページで。「南浅間保育園 カ
ンガルークラブ」で検索してください

〒220-0074 西区南浅間町23-3 
ご相談・ご予約・お問い合わせは

312-0942（9:00～16:00 月～金）
最寄りの交通機関：相鉄線「西横浜駅」

【子育て支援のご案内】
★園舎開放 月～金 午前９：３０～１１：３０

午後１３：００～１５：３０
土 午前９：３０～１１：３０

午前・午後の入れ替え制 各回定員5組

最新の情報は「ろぜっと保育園」で検索して下さい。
〒220ー0055 西区浜松町10-10
ご相談・ご予約・お問い合わせは
251-3301（9:00～15:30 月～金）

最寄りの交通機関：相鉄線「西横浜駅」

みんなでつくろう！スマイル・ポート

スマイル・ポートでは、子育て真っ最中の皆さんの
「できること、好きなこと、やりたいこと」を

これから大募集します。詳しくはひろば内
の掲示およびホームページ、

インスタグラムで
お知らせしますね！

お待たせしました！
西区役所1階のキッズスペースで、子育てパート
ナーの出張相談が始まる予定です！詳細は、決ま
り次第ＨＰとインスタグラムでお知らせします。
皆様とお会いできることを楽しみにし
ています。ぜひご利用ください。

登録カードのバーコード面をカー
ドリーダーにタッチします。帰り
も忘れずにタッチをお願いします。

貴重品入れとカードケースのセッ
ト、カードケースのみのどちらか
を選んででお取りください。

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

保育園は「預けるところ！」というイメージがありませんか？実は親子で遊びに行けるところがある
のです。先生方によると「園庭や支援室でたっぷり遊んで帰ると家でよくお昼寝するし、ごはんも食
べてくれる」という話を利用者さんから聞くそうです。また、「うちはこんな感じだけどどう？」
「うちもおんなじ！」と情報交換したり、共感しあったりとおしゃべりで息抜きもできる場とのこと。
ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

みなとみらい地区にお住まいの子育て中の親子を対象にしたグループ育児相談会があります。みなとみらい
地区の保育園の園長先生が相談にのってくれますよ。密をさけるために毎回3組限定の相談会になります。
詳細は毎月の通信でお知らせしますので、チェックしてくださいね。ご参加をお待ちしています。

2021年 7/6（火） 8/5（木） 9/7（火） 10/5（火） 11/2（火） 12/7（火）2022年 1/13（木）



日 月 火 水 木 金 土

１ ２Smile Multicultural day ３
★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

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

休 休
★みなとみらい地区
出前合同育児講座

10:00～11:30

Smile Multicultural day

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』

10:00～12:00

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

10:00～12:00

11 12 13 14 15 16 17

休 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

★双子・三つ子ｲﾍﾞﾝﾄ♪
足形ぺたぺたアート＆座談会

10:00～11:30

Smile Multicultural day

★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

18 19 20 21 22 23 24

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

海の日
休

スポーツの日
休

先輩パパ吉本さんと遊ぼう！

25 26 27 28 29            30 31

休 休
★保育コンシェルジュさんに
聞いてみよう！

13:30～15:10

Smile Multicultural day

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

7/ 2(金）10:00～11:00
7/17(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
6/22(火）～ 利用したい方どなたでも

４組

7/  3(土）10:00～11:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

6/22(火）～先着順 来館または電話で
プレママ・プレパパ

5組

7/  6(火）10:00～11:30 みなとみらい地区
出前合同育児講座

6/22(火）～先着順 来館または電話で
みなとみらい地区にお住まいの方限定

3組

7/  9(金）10:00～12:00 鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもＱ＆A』

6/22(火）～先着順 来館または電話で
主に0歳児の親子

5組

7/10(土）
10:00～/10:40～/11:20～

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

6/22(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

7/14(水）10:00～11:00 スマイルデビューday 6/25(金）～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

7/14(水）13:30～15:10 保育コンシェルジュさんに聞いて
みよう！

6/25(金）～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

7/15(木）10:00～11:30 双子・三つ子イベント♪
足形ぺたぺたアート＆座談会

6/22(火)～先着順 来館または電話で
双子・三つ子の親子

5組

7/16(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～

6/23(水）～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

7/21(水）14:00～15:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

7/6(火）～先着順 来館または電話で
プレママ・プレパパ

5組

7/28(水）13:30～15:10 保育コンシェルジュさんに聞いて
みよう！

7/6(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

エヌ・クラップ（パン）販売
7/2(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

★みなとみらい地区
出前合同育児講座

7/6（火）10:00～11:30

みなとみらい地区に在住の方対象です。保育園の園長先生に育
児相談ができます。３組限定の相談会です。Ｒ４年１月まで月
に１回の開催予定です。
＊詳細は表紙のページを参照ください。

★印は要予約

★印は要予約

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。

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』

7/9(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。プレママさんの相談もOKですよ。

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

7/10(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！

7/14（水）
13:30～13:50～14:10～14:30～14:50～

7/28（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。

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。

★スマイルデビューday

7/14(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。★双子・三つ子イベント♪

足形ペタペタアート＆座談会
7/15（木）10:00～11:30

双子・三つ子ちゃんならではの思い出を残しませんか？
双子サークルの「はまみらい☆Twins」とのコラボイベントで
す。

★Smile English day

※初参加の方優先
7/16(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.

先輩パパ吉本さんと遊ぼう！
7/24(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。

★スマイルミライday

～プレママ・プレパパタイム～
7/3(土)10:00～11:00
7/21(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。


