
「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。

10月の説明会 事前予約制 3組
10/1(金）16（土）10:00～11:00

※予約は9/16（木）～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）も大募集中です。

【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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【開館時間】 火曜日～土曜日 9:30～12:15 12:45～15:30
【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
横浜市西区から受託して運営しています。

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、気軽にひろばでも、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.141

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。

☆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。

スマイル・ポート
三菱重工横浜ビル 3階

ぴあアリーナＭＭ

〒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

なるべく接触しない受付方法で
試行中です！

西区地域子育て支援拠点スマイル・ポートは、オープンから
11年を経過したこともあり、このたび、新たなロゴマークと、
キャラクターを広く募集します！ふるってご応募ください。
締め切りは２０２１年１０月２９日（金）当日消印有効です。
詳細はスマイル・ポートのホームページを確認してください。

http://www.smile-port.jp

☆☆ 出張相談日 ☆☆
西区役所1階のキッズスペース横で、子育
てパートナーの出張相談が始まりました。

10月8日 金曜日 13:30～15:00
お気軽にお越しください

火曜日～土曜日
（祝日・年末年始・月曜が祝日の場合の翌日はお休み）

①９：30～12：15（11：45～手遊び）
②12：45～15：30（15：10～手遊び）

2部入れ替え制
予約は不要です。密を避けるため、入館制限を通常より少
ない組数で設定しています。

皆様が、安心・安全に過ごしていただける
ように、おもちゃや室内の除菌作業の時間
を設けさせていただくことになりました。

西区には7つの幼稚園があります。7園の先生方にご協力いただき、2021
年度の幼稚園ガイドができあがりました。スマイル・ポートで見ることが
できます。8月時点での予定が掲載されていますが、コロナの関係で日程
が変更になっている園もあります。幼稚園名の横のQR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。

戸部幼稚園

野毛山幼稚園

ばらの幼稚園

藤棚幼稚園

横浜愛隣幼稚園

霞ヶ丘幼稚園

杉之子幼稚園

２０２１

１０

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？

それぞれの様子がわかりますよ！
ぜひ見に来てくださいね。

『西区幼稚園ガイ
ド2021』ができ
ました！
9/22（水）より
スマイル・ポート
で配布開始です。
無くなり次第終了。



★印は要予約

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。

★印は要予約

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、イベントに参加しないお友
だちはひろばで遊べます。

日 月 火 水 木 金 土

1Smile Multicultural day 2
★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）
11:50～12:15

★スマイルミライday
~プレママ・プレパパタイム~

10:00～11:00

3 4 5 6 7 8Smile Multicultural day 9

休 休
★西区出前合同育児講座

10:00～11:00
★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』

10:00～12:00

子育てパートナーの
出張相談＠西区役所
13:30～15:00

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』

10:00～12:00

10 11 12 13 14 15Smile Multicultural day 16

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

★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
13:30～15:30

＊ひろば利用は12:15まで

17 18 19 20 21 22Smile Multicultural day 23

休 休
★スマイルミライday
~プレママ・プレパパタイム~

14:00～15:00

区の事業開催
ひろば縮小あり
10:00～12:00

ちょこっとおはなし会
11:45～12:00
15:10～15:25

★パパとあそぼう！
～子育てはじめの一歩＆
体を使ったあそび～
10:00～11:30

＊イベントで貸切のためひろば
は12：45～利用できます

24
/31

25 26 27 28            
29Smile Multicultural day

30

休 休

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

10/ 1(金）10:00～11:00
10/16(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
9/16(木）～ 利用したい方どなたでも

各日
３組

10/  2(土）10:00～11:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

9/22(水）～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

10/  5(火）10:00～11:00 西区出前合同育児講座 9/14(火）～先着順 来館または電話で
西区にお住まいの方対象

3組

10/  8(金）10:00～12:00
①10:00～②10:30～
③11:00～④11:30～

鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもＱ＆A』
＊個別相談

9/17(金）～先着順 来館または電話で
主に0歳児の親子

4組

10/  9(土）
①10:00～②10:40～③11:20～

山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』 ＊個別相談

9/17(金）～先着順 来館または電話で
0歳から未就学児の親子

3組

10/13(水）10:00～11:00 スマイルデビューday 9/28(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

3組

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

9/22(水）～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

10/15(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～

9/29(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

各回
4組

10/16(土）13:30～15:30
＊ひろば利用は12:15までになります

おしゃべりの会
～ダウン症児親子の会～

9/28(火）～先着順 来館または電話で
ダウン症児の親子 5組

10/19(火）14:00～15:00 スマイルミライday
～プレママ・プレパパタイム～

9/22(水）～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

10/23(土）10:00～11:30
(9：45～受付開始)

パパとあそぼう！～子育てはじめ
の一歩＆体を使ったあそび～

9/28(火）～先着順 来館または電話で
首がすわった0歳～2歳くらいまでの子とパパ
（ママも参加歓迎）

10組

★鈴木助産師さんの
『赤ちゃんなんでもQ＆A』(個別相談)

10/8(金) ①10:00～②10:30～
③11:00～④11:30～

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～
10/２(土)10:00～11:00
10/19(火)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

10/13(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。

★西区出前合同育児講座
10/5（火）10:00～11:00

西区にお住まいの方対象です。保育園の園長先生にグループで
育児の相談ができます。
今後の予定：11/2(火)，12/7(火)，R4 1/13(木)

★山下臨床心理士さんの
『子育て相談day』
10/9(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！ひろばでも、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！
（個別相談会）

10/13（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。

エヌ・クラップ（パン）販売
10/1(金）11:50～12:15

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。

★パパとあそぼう！

～子育てはじめの一歩＆体を使ったあそび～
10/23(土）10:00～11:30(9:45～受付開始)

子育て中のパパ講師による乳幼児のパパ向けの講座です。体を
使った親子遊びや夫婦のコミュニケーションの大切さについての
レクチャーも。パパボランティアの吉本さんも来ます！

＊イベントで貸切のため、ひろばは12:45から利用できます。

★Smile English day ※初参加の方優先

10/15(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。

ちょこっとおはなし会
10/22(金) 11:45～12:00

15:10～15:25

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。

★おしゃべりの会～ダウン症児親子の会
10/16(土）13:30～15:30

今回は英語リトミック＋おしゃべりの会です。英語の歌や手遊びで自由
に音を楽しみましょう！＊時間を通常より30分早めて開始します。

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


