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  赤い屋根保育園 

  

所在地 港南台 5-3-1  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-833-9991  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-833-9995  定員 12 16 20 24 24 24 120 
 

園庭あり  駐車場 10 台分あり  自転車置き場あり  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 7:00～18:00 
3 歳以上 

主食費 2,000 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 こどもの日・プール・七夕 

夏祭り・運動会・園外保育 

発表会・お楽しみ会 

節分・ひなまつり 

副食費 別途 育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 未定 

軽食 
申し込み制 

交流保育                   未定 

夕食   

※ならし保育…年齢によって違います   

入園準備品  

園で保護者が購入 赤い屋根カード（セキュリティカード） 

各自で準備 コップ  

手作りする品 布団カバー ランチョンマット（2 歳児～） 

ウエストポーチ（幼児） 

おむつ 紙おむつ 0～1 歳児（実費・別途廃棄料） 

その他  

 

 

 

  アスク上大岡保育園 
 

所在地 上大岡西 3-3-1 コーラルハイム 1F   定員 受け入れ：生後８週目～就学前 

TEL 045-840-3581  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-848-0497  定員 7 8 10 10 10 11 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～21:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～19:00 
3 歳以上 

主食費 1,000 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 親子遠足・夏まつり・運動会 

クリスマス・生活発表会 

 

 

副食費 6,500 円／月 育児相談 実施 

ミルク 園で用意 交流保育                   実施 

補食 なし   

夕食 
7,500 円／月 

400 円／回 

  

※ならし保育…約７日（お子さんの状況により日程、時間など変更有）   

入園準備品  

園で保護者が購入 カラー帽（1 歳児～）日よけあり 1,018 円  

あり 1,000 円 連絡帳 シール帳（紛失時のみ） 

各自で準備 歯ブラシ コップ 

哺乳瓶 

手作りする品 特になし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

その他  

 

認可 
私立 

認可 
私立 

育児支援センター園 
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 アスク港南中央保育園 
  

所在地 日野 1-7-9  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-840-5311  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-846-3567  定員 9 15 15 15 15 15 84 
 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし   ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～21:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～19:00 
3 歳以上 

主食費 1,200 円 園庭開放 実施 

主な行事 遠足・夏祭り・運動会 

クリスマス会・生活発表会 

ハロウィン 

副食費 6,500 円 育児相談 実施 

ミルク 園で用意 交流保育 なし 

補食 ―   

夕食 400 円／回   

※ならし保育…保護者の方の事情を考慮します   

入園準備品  

園で保護者が

購入 

帽子代 1,018 円（たれつき）（1 歳以上） 

複写式連絡帳（カバー付）310円（乳児紛失時） 

その他クレヨン、自由画帳など必要に応じて購入して 

頂く場合もあります 

各自で準備 衣服 バスタオル コップ 歯ブラシ 下着 防水シーツなど 

（各クラスの発達に合わせて準備物が変更になります） 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

その他  

 

 

 アスクさいど保育園 
 

所在地 最戸 1-16-3  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-730-6123  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-315-3590  定員 6 12 13 13 13 13 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～21:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～19:00 
3 歳以上 

主食費 1,200 円／月 園庭開放 
月･木９:45～10:30 

実施 

主な行事 夏祭り 

ハロウィン・親子遠足 

クリスマス会・生活発表会 

運動会 

副食費 6,500 円／月 育児相談 実施 

ミルク どちらでも可 交流保育                   実施 

補食 ―   

夕食 400 円／回   

※ならし保育…約 5 日程度 極力個々のペースに合わせます   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 たれつき 1,000 円 

   たれなし  600 円 

各自で準備 衣服 バスタオル コップ 歯ブラシ 下着など 

（各クラスの発達に合わせて準備物が変更になります） 

手作りする品 なし 

おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

その他  

 

認可 
私立 

認可 
私立 
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育美保育園 
  

所在地 港南台 7-42-30 サンライズ港南台 2F  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-834-2373  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-834-2374  定員 9 15 15 17 34 90 
 

園庭あり  駐車場あり  自転車置き場なし  ベビーカー置き場なし 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 7:00～19:00 
3 歳以上 

主食費 2,500 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 屋外プール・夏祭り 

遠足（親子／秋／炊事／お別れ） 

じゃがいも掘り・七夕祭り 

運動会・節分豆まき・ひな祭り 

副食費 4,500 円／月 育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座                   実施 

補食 2,500 円／月 交流保育 実施 

夕食 7,500 円／月   

※ならし保育…約 7 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 ぼうし 連絡帳（ノート） シール帳 

体操服 お道具箱など 

各自で準備 布団用カバー 歯ブラシ他 

手作りする品 ― 

おむつ どちらでも 各自で持参 持ち帰り 

その他  

 

 

 

  オハナ上永谷保育園 
 

所在地 上永谷 1-38-18  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-849-1261  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-847-1770  定員 6 12 18 18 36 90 
 

 

 

 

 

 

園庭あり  駐車場あり  自転車置き場あり  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 7:30～18:00 
3 歳以上 

主食費 2,000 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 保育参観・敬老の日・運動会 

お楽しみ会・懇談会・夏祭り 

読みきかせ・クリスマス会 

副食費 4,500 円／月 育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 実施 

補食 2,500 円／月 交流保育                   実施 

夕食 7,500 円／月   

※ならし保育…約 7 日 年齢により異なります   

入園準備品  

園で保護者が購入 連絡帳（0歳 400 円 1～2 歳児 250 円  

3～5 歳児８0 円）カラー帽子 900円 

各自で準備 布団カバー（園で販売も有）お昼寝用バスタオル コップ 

歯ブラシ 着替え 手拭きタオル（乳児のみ） 

園庭用運動靴 上ばき（3～5歳） 絵本バッグ 

手作りする品 3～5 歳ランチョンマット お当番用エプロン＋帽子 

（購入品でも可） 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理  

おむつ廃棄代（100～500 円／月） 

その他 「オハナ」は家族 子どもを中心に関わる人達が 

幸せな心持ちになれるように一緒に育児をしていきましょう 

認可 
私立 

認可 
私立 


