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キッズガーデン横浜最戸 

  

所在地 最戸 1-22-8  定員 受け入れ：0 歳（6 か月以上）～ 

TEL 045-315-6664  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-315-6665  定員 6 8 10 12 12 12 60 
 

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 一時保育 なし 

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 季節の行事・運動会・遠足 

生活発表会・夏祭り 

クリスマス会 など 

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…約 3～5 日  お子さまの状況により長くなる場合もあり   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 お道具箱 保険 など 2,500 円前後 

 

各自で準備 コップ 歯ブラシ など 

手作りする品 コットに使用する敷布 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

その他 

 

 

 

 

 

 

クオリスキッズ港南中央保育園 

 

所在地 港南５-２-９  定員 受け入れ：生後 57 日～ 

TEL 045-846-8177  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-846-8178  定員 6 15 15 18 18 18 90 
 

 

園庭あり  駐車場 4 台分（登録制）  自転車置き場あり（送迎時のみ）  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 7:00～18:00 
3 歳以上 食事提供費 6,500円/月 

園庭開放 なし 

主な行事 七夕・運動会 

ハロウィン・発表会 

クリスマス会・正月遊び 

節分・ひなまつり 

育児相談 実施 

ミルク どちらでも可 交流保育 実施 

補食 あり 園見学 事前予約 

夕食 ―   

※ならし保育…約 14 日 （3、4、5 歳クラスは応相談）   

入園準備品  

園で保護者が購入 粘土 ハサミ クレヨン 名札 食具 

カラー帽子など  （お問合せ下さい） 

 

各自で準備 布団カバー 肌がけ コップ 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） 

その他 入園前に必ず見学をお願いします 

  

 

認可 
私立 

認可 
私立 
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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 食事提供費 6,000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 園見学 事前予約 

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） 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） 

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 食事提供費 6,500円/月 

園庭開放 なし 

主な行事 夏まつり・プール・七夕集会 

遊ぼう！みんなで・クリスマス会 

節分・造形ひろば・ひなまつり 

お楽しみ会 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 交流保育 実施 

補食 130 円／回 園見学 事前予約 

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） 

その他  

  

 

認可 
私立 

認可 
私立 


