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グローバルキッズ上大岡園 

  

所在地 上大岡西3-9-1 ヨークフーズ上大岡店 2階  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日以上）～ 

TEL 045-367-8277  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-367-8271  定員 3 12 12 14 14 14 69 
 

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 7:30～20:30 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:30～18:30 
3 歳以上 

主食費 1,500 円／月 

副食費 4,500 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 夏祭り・運動会 

クリスマス発表会 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 交流保育 実施 

補食 200 円／回   

夕食 300 円／回   

※ならし保育…7～10 日程度   

入園準備品   

園で保護者が購入 カラー帽子 道具箱 クレヨン のり ハサミ 

縄跳び 粘土など 

 

各自で準備 バスタオル（午睡用） 布袋（タオル入れ） 

食事用スタイ 

 

手作りする品 特になし  

おむつ 各自持参（紙おむつ） 園で処理（0 円／月）  

その他   

   

 

 

京急キッズランド上大岡保育園 

 

所在地 上大岡西 3-10-17   定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日以上）～ 

TEL 045-849-1212  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-849-1533  定員 7 10 10 11 11 11 60 
 

 

園庭あり  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 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～18:30 
3 歳以上 

主食費 2,000 円／月 

副食費 4,500 円／月 

園庭開放 なし 

主な行事 春の遠足・子育て支援講座 

プール・七夕集会・お泊り保育 

遊ぼう！みんなで・クリスマス会 

おもちつき・節分・造形ひろば 

ひなまつり 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 交流保育 実施 

補食 130 円／回   

夕食 400 円／回 
  

※ならし保育…要相談   

入園準備品  

園で保護者が購入 園帽子 育児日記 ゴム印 連絡帳 約 1,500 円 

幼児→個人備品などお道具箱一式 

各自で準備 コップ 歯ブラシ はし 通園バッグ 

手作りする品 布団カバー 食事用エプロン 

おむつ どちらでも 園で処理（0 円／月） 

その他  

  

 

認可 
私立 

認可 
私立 
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京急キッズランド上永谷保育園 

  

所在地 丸山台 1-2-1  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～ 

TEL 045-882-1281  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-882-1282  定員 7 10 10 10 22 59 
 

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 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～18:30 
3 歳以上 

主食費 2,000 円／月 

副食費 4,500 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 遠足（春/秋）・プール・七夕 
まつり・お泊り保育・運動会 
クリスマス会・おもちつき 
節分・お楽しみ会・ひなまつり 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 交流保育 実施 

補食 2,500 円／月 子育て支援講座 実施 

夕食 7,500 円／月   

※ならし保育…何日と決めていません 保護者の就労を聞き相談しながら行っています   

入園準備品  

園で保護者

が購入 

名前ゴム印 園帽子（1 歳以上） 育児日記 
3 歳以上…おたより帳 連絡帳 お道具箱 粘土 粘土ケース 

 粘土板 のり 自由画帳 
4 歳以上…おたより帳 クレヨン マーカー 
5 歳  …おたより帳 メロディオン吹き口 

各自で準備 昼寝用の上布団カバー 外靴１足 歯ブラシ 
コップ（2 歳以上）着替え上下（3 組） 
パジャマ（3 歳以上） 

手作りする品 おかけ（0 歳児～2 歳児） 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円／月） 

その他  

 

港南あひる保育園 

 

所在地 東芹が谷 14-10  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～ 

TEL 045-823-7439  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-823-7419  定員 ３ ８ ９ 10 10 10 50 
 

園庭あり  駐車場 2 台分あり   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 7:00～19:30 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 7:30～18:30 
3 歳以上 

主食費 1,500 円／月 
副食費 4,500 円／月 

園庭開放 なし 

主な行事 夏祭り・運動会・遠足 
冬のお楽しみ会・誕生会 
懇談会・保育参観・保育参加 
おじいちゃん･おばあちゃんの日 
人形劇（保護者会主催） 
ミニコンサート（保護者会主催） 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 実施 

補食 
乳児 1,700 円／月 
幼児 2,500 円／月 

交流保育 実施 

夕食 ―   

※ならし保育…約 7日  月齢などひとりひとりの様子や条件によって対応しています あくまでも目安です 

入園準備品  

園で保護者が購入 0～2 歳児の連絡帳 400 円  
3 歳児の教材費 約 2,700円／年 

各自で準備 エプロン 口拭きタオル（乳児）パジャマ 
お昼寝用布団カバー 毛布カバー うがいコップ 
手拭きタオル 歯ブラシ（幼児）  

手作りする品 布団カバー 毛布カバー 乳児食事用エプロン 

おむつ どちらでも（ほぼ紙おむつ）各自で持参 持ち帰り 
園で処理の場合（250 円／月） 

その他  

 

認可 
私立 

認可 
私立 
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社会福祉法人明真会 港南台保育園 

  

所在地 港南台 3-7-5  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～ 

TEL 045-833-0763  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-833-0782  定員 10 37 21 50 118 
 

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 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～18:30 
3 歳以上 

主食費 1,500 円／月 

副食費 4,500 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 夏の会・プール 

運動会 

移動動物園・お楽しみ会 

お正月あそび会・節分 

ひな祭り・お別れ遠足 

育児相談 実施 

ミルク ― 育児講座 休止 

補食 100 円／回 交流保育                   休止 

夕食 300 円／回   

※ならし保育…約 3～5 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 カラー帽子 

各自で準備 コップ 歯ブラシ パジャマ 

乳児：連絡帳用ノート 

布団シーツカバー 

  

おむつ 紙おむつ  各自で持参 園で処理（0 円／月） 

その他 乳児食事用エプロンは園で用意し、 

洗濯も一括して園で行います。 

 

 

港南台つばさ保育園 

 

所在地 港南台 6-3-16  定員 受け入れ：1 歳～5 歳児 

TEL 045-370-8386  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-370-9593  定員 ― 12 12 12 10 10 56 
 

 

園庭あり  駐車場なし  自転車は送迎時のみ一時置き  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 7:00～19:00 
3 歳以上 

主食費 1,500 円／月 

副食費 4,500 円／月 

園庭開放 なし 

主な行事 かおあわせ会・プール 

こどもまつり・運動会・芋ほり 

もちつき・生活発表会 

親子遠足 

育児相談 実施 

ミルク ― 育児講座                   実施 

補食 あり 交流保育 なし 

夕食 あり   

※ならし保育…1～2 週間程度 入園前の面談で保護者の方と話しをして決めます   

入園準備品  

園で保護者が購入 1～2 歳児 食事用タオルエプロン 200 円／年 連絡帳 242 円／冊 

3～5 歳児 カラー帽子 990 円 体操短パン 2,090 円 

他ホームページでご確認下さい 

各自で準備 布団シーツ（120×70） 上掛け コップ 

おねしょマット（全クラス） 

歯ブラシ（キャップも） 汚れもの袋 お尻ふき 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自持参 おむつがない時、忘れた時 25 円／枚 

使用済みおむつの処理は保護者に選んでもらいます 

園で処理の場合 300 円／月 

その他 「港南台つばさ保育園 WIX」で検索 

  

認可 
私立 

認可 
私立 


