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上大岡はるかぜ保育園 
  

所在地 大久保 2-6-29  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-848-3030  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-848-3038  定員 6 13 17 18 18 18 90 
 

園庭あり  駐車場 7～8 台分  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 食事提供費 6,500 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 親子遠足・プール・山登り 

グランマ･グランパフェスタ 

運動会・クリスマス会 

カルタ大会・節分・はるのかい 

作品展 

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 園見学 事前予約 

※ならし保育…面談時に相談   

入園準備品  

園で保護者が購入 絵本代（0～5 歳 420 円位） 教材費 帽子（990円） 
名札（130 円） 連絡帳（410 円～） 
毛布カバー（手作りでも可） 道具箱 5 歳キャンプ代など 
年齢に合わせて必要なものが違います 

 

各自で準備 エプロン 歯ブラシ コップ 園庭用靴 水筒 

昼寝用バスタオル 2 枚 汚れもの用ビニール袋 2 枚 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（1 枚 8 円） 

その他 寝具リース 440 円／月 

 

上大岡ゆう保育園 
 

所在地 上大岡西 1-15-1 Camio4F  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～  

TEL 045-882-2014  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-882-2015  定員 40 80 120 
 

 

 

 

 

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） 
アレルギー対応あり 一時保育 あり 

土曜日 7:00～18:00 
3 歳以上 食事提供費 6,500 円／月 

園庭開放 実施 

休日保育 8:00～18:00 育児相談 実施 

主な行事 遠足・運動会・ゆうゆうフェスタ ミルク 園で用意 休日保育      実施 

お楽しみ会 補食 2,500 円／月 交流保育                   実施 

夕食 7,500 円／月 
園見学 

事前予約 

  HP 参照 

※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 

連絡ノート 70 円 ＩＣカードカバー110 円  

カラ-帽子（首後カバ-付き 950 円）1 歳児クラスより  

出席ノート シール（各年齢により代金違う） クレヨン マーカー 自由帳 のり 

粘土 なわとび（年度・年齢により異なる） 

 

各自で準備 コップ タオル リュック 着替え おねしょマット 

エプロン（0～1 歳児）ビニール袋（汚れ物を入れる） お尻拭き お昼寝用の衣類 

敷布団カバー 給食袋 お昼寝用巾着袋 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 処理代として 230 円／月 

その他 園内裸足保育 IC カード 2 枚迄貸与 布団リース代 234 円 

IC カード紛失 破損の際は 1,850 円実費をいただきます 

認可 
私立 

認可 
私立 
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上永谷保育園 
  

所在地 上永谷 1-35-41   定員 受け入れ：1 歳～  

TEL 045-841-6274  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-841-6945  定員 ― 3 7 19 19 20 68 
 

園庭あり  駐車場なし  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 7:00～18:30 
3 歳以上 

食事提供費 6,500 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 ぺあで遊ぼう会・プール開き 

七夕・お泊り保育・芋ほり 

運動会・お楽しみ会 

新年会・豆まき・ひなまつり 

法人 5 園交流遠足・お別れ会 

※今後変更の可能性あり 育児相談 実施 

ミルク ― 育児講座                  実施 

補食 2,500 円／月 交流保育 実施 

夕食 7,500 円／月 

 

園見学 事前予約 

※ならし保育…1・2 歳児 5 日 3・4・5 歳児 3 日 個の成長により異なる   

入園準備品  

園で保護者が購入 個人用帽子（帽子代徴収）1,000 円 

クレヨン代 600 円（4・5 歳クラス） 

 

各自で準備 手拭きタオル コップ 歯ブラシ 汚れもの袋 

パジャマ袋 コップ入れ お昼寝用シーツ 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 おむつ破棄代（6,000 円／年） 

その他  

 

 

 

上永谷西保育園 
 

所在地 上永谷 6-8-3  定員 受け入れ：0 歳～  

TEL 045-845-0620  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-845-0967  定員 2 15 15 16 16 16 80 
 

 

 

 

 

 

 

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 あり 

土曜日 7:00～18:30 
3 歳以上 食事提供費6,000円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 運動会・七夕・異年齢交流 
敬老の日の集い・合同防災訓練 
芋掘り・遠足・生活発表会  
正月あそび・節分 
年長児卒園遠足・卒園式 

育児相談 実施 

補食 
横浜市延長利用規定 

料金同様（2 回までは 

日割り設定有） 

育児講座 実施 

交流保育                   実施 

夕食 園見学 事前予約 

※ならし保育…各年齢によって異なる   

入園準備品  

園で保護者が購入 なし  

各自で準備 幼児：コップ 

乳児：エプロン 口拭きタオル 

手作りする品 なし 

おむつ 各自で持参 園で廃棄（0 円） 

その他  

認可 
私立 

認可 
私立 

 


