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上大岡ラビット保育園 TWINS 

  

所在地 大久保 1-4-3-103  定員 受け入れ：生後 57 日～2 歳 

TEL 045-843-7723  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-341-3504  定員 ８ ― 8 
 

園庭なし  駐車場なし  自転車置き場なし（送迎時の自転車置き場あり） 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 なし 

土曜日 7:30～18:30 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 懇談会・こどもの日・運動会 

七夕・水遊び・お月見 

ハロウィン・生活発表会 

クリスマス会・こども新年会 

作品展・節分・ひな祭り 

  育児相談 なし 

補食 あり 育児講座 なし 

夕食 あり 交流保育 なし 

  
  

※ならし保育…約 5 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 カラー帽子 連絡帳 

各自で準備 歯ブラシ 口拭き シーツ おしり拭き オムツ 

汚れ物袋 うがい用コップ 

手作りする品 なし 

おむつ 各自で持参 

連携保育所 上大岡ラビット保育園（南区認可）・つくし保育園 

その他  

 

 

 

キッズアミ 

 

所在地 港南 3-34-15  定員 受け入れ：6 ヶ月～2 歳 

TEL 045-846-0131  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-846-0132  定員 3 6 10 ― ― ― 19 
 

園庭なし  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 7:30～18:30 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 ミルク あり 園庭開放 なし 

主な行事 ハロウィン 

クリスマス会 など  

  育児相談 なし 

補食 おやつあり 育児講座 なし 

夕食 なし 交流保育 なし 

    

※ならし保育…約 5 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 カラー帽子 スモック お知らせ袋 

各自で準備 シーツ タオル など 

手作りする品  

おむつ 各自で持参 

連携保育所 認定こども園 ムロノキッズ 室の木幼稚園 

その他  

  

 

小規模保育 

 

小規模保育 
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クオリスキッズ上大岡西保育園 

  

所在地 上大岡西2-3-6 BLDアルダ201   定員 受け入れ：産休明け～2 歳 

TEL 045-842-1562  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-842-1563  定員 6 6 7 ― 19 
 

園庭なし  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 7:00～19:00 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 年中行事 

夏祭り 

運動会 

  育児相談 なし 

補食 150 円／回 育児講座 なし 

夕食 7,500 円／月 交流保育 なし 

    

※ならし保育…約 7 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 770 円  連絡帳 300円 

各自で準備 補充用着替え  タオル  歯ブラシなど 

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／月） 

連携保育所  

その他  

 

 

ちゅーりっぷキッズ 

 

所在地 港南 1-3-37 リバーサイド福長 103  定員 受け入れ：1 歳～2 歳 

TEL 045-349-5883  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-349-5883  定員 ― 4 4 ― ― 8 
 

園庭あり  駐車場 1 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 7:30～19:00 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 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 入園おめでとうの日（親子参加） 

健康診断（年 2 回）・歯科検診（年 2回） 
懇談会・親睦会 

七夕・クリスマス会・節分 

ひなまつり 

  育児相談 なし 

補食 2,500 円／月 育児講座 なし 

夕食 ― 交流保育 なし 

    

※ならし保育…約 7 日 お子さまの様子次第で調整あり   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 910 円 口拭きウェットティッシュ（300 円／月） 

各自で準備 お昼寝用シーツ タオルケット 毛布 
コップ 歯ブラシ 
手拭きタオル 食事エプロン 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ  園で処理（0 円／月） 

連携保育所 港南つくしんぼ保育園・笹下保育園・つばさ保育園 

認定こども園 プリスクール室の木幼稚園・野庭聖佳幼稚園 

関東学院のびのびのば園 

その他  

 

小規模保育 

 

小規模保育 
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ちゅーりっぷハウス 

  

所在地 大久保 1-16-6 サニーハイツ上大岡１Ｆ  定員 受け入れ：1 歳～2 歳 

TEL 045-842-7817  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-842-7817  定員 ― 9 ― ― 9 
 

園庭なし  駐車場 1 台分あり  自転車置き場送迎時のみ可  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 7:30～19:00 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 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 入園おめでとうの日（親子参加） 

健康診断（年 2 回）・歯科検診（年 2回） 
懇談会・親睦会 

七夕・クリスマス会・節分 

ひなまつり 

  育児相談 なし 

補食 2,500 円／月 育児講座 なし 

夕食 ― 交流保育 なし 

    

※ならし保育…約 7 日 就労状況により考慮   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 910 円 

各自で準備 食事用エプロン 食事用口拭きタオル 手拭きタオル 

着替え お昼寝用シーツ タオルケット 毛布 

コップ パジャマ 

手作りする品 なし 

おむつ 園で処理（0 円／月） 

連携保育所 大久保保育園・つばさ保育園・上大岡東保育園・上永谷保育園 

アスクさいど保育園 

認定こども園 野庭聖佳幼稚園・プリスクール室の木幼稚園 

関東学院のびのびのば園 

その他  

 

ニコニコ保育園 

 

所在地 丸山台 3-11-1 平井ビル 1C  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日以上）～ 

TEL 045-844-4552  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-342-4610  定員 17 ― ― 17 
 

園庭なし  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 7:00～19:30 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 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 誕生会・保育参加 

卒園遠足 

卒園式 

  育児相談 実施 

補食 あり 育児講座 なし 

夕食 なし 交流保育 実施 

    

※ならし保育…約 7 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 連絡帳（任意）400円 

各自で準備 エプロン タオル 掛・敷布団カバー 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（処理費 0円） 

連携保育所 丸山台保育園・上永谷保育園・認定こども園 野庭聖佳幼稚園 

永野幼稚園 

その他  

小規模保育 

 

小規模保育 

 


