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COSMOS保育園 

 

所在地 日野中央 1-18-13  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～ 

TEL 045-845-5011  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-370-7866  定員 3 12 12 14 14 14 69 
 

園庭あり  駐車場２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 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 こどもの日・農園体験・七夕 
プール・運動会 
ハロウィーンパーティ・遠足 
クリスマス会・お正月の伝承あそび 
節分・ひなまつり 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

補食 100 円／回 交流保育 実施 

夕食 ― 園見学 事前予約 

    

※ならし保育…約 10 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 0～2 歳児用れんらくちょう 160 円／冊 

3～5 歳児用れんらくちょう 450 円／年 

ファイル 335 円 帽子 990円 

(希望者のみ)お昼寝布団カバー 毛布カバー各 2,090 円 

各自で準備 コップ 歯ブラシ お手拭きタオル お昼寝用バスタオル  

着替え エプロン ループタオル 

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  

  

 

 

笹下保育園 

  

所在地 港南 6-2-8  定員 受け入れ：6 か月～ 

TEL 045-843-5420  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-843-5495  定員 6 12 18 20 22 22 100 
 

園庭あり  駐車場あり 4 台分  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 春おたのしみ会・プール・七夕 

すいかわり・運動会・園外保育 

お正月あそびの会・節分 

ひなまつり 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

補食 2,500 円／月 育児講座 実施 

夕食 7,500 円／月 交流保育 実施 

※ならし保育…約 5 日  慣れ具合によります 園見学 事前予約 

入園準備品  

園で保護者が購入 連絡帳（0 歳児のみ）500 円 

各自で準備 布団カバー（掛・敷・毛布）コップ 歯ブラシ 

タオル 

手作りする品 布団カバーは手作りでなくてもよい 

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 
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笹下南つくしんぼ保育園 

 

所在地 笹下 6-28-9  定員 受け入れ：6 か月～ 

TEL 045-841-4284  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-841-4268  定員 9 12 16 20 24 25 106 
 

園庭あり  駐車場 7 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 実施 

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 入園を祝う日・プール・運動会 

芋ほり・園外保育・お楽しみ会 

節分・ひなまつり 

卒園を祝う日 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

延長保育 30 分単位 1,700 円／月 育児講座 実施 

間食 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…復帰日にあわせて 1～2 週間程度   

入園準備品  

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 布団カバー シーツ パジャマ 手拭きタオル 

コップ 歯ブラシ エプロン（0～2 歳児） 

手作りする品 布団カバー（市販のものでも可） 

おむつ 紙おむつ・布おむつどちらでも可 

その他 紙おむつ処理代金（300 円／月） 

（紙おむつを持ち帰りも可） 
  

 

SUNはるかぜ保育園 

  

所在地 野庭町 346-2  定員 受け入れ：産休明け（生後 57日）～ 

TEL 045-849-1517  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-849-1512  定員 6 9 11 11 11 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 7:00～21:00 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・地域子ども祭・相撲大会(春秋) 

3～5歳児親子遠足・七夕・プール 
富士キャンプ・グランマグランパ・運動会 
老人ホーム訪問・ゆめワールド 
スポーツ大会・はるの会・クリスマス会 
節分・作品展・誕生日会（2 ヶ月おき） 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

補食 2,500 円／月 育児講座 実施 

夕食 7,500 円／月 交流保育 実施 

  園見学 事前予約 

※ならし保育…約 5 日 （1 歳児は約 3 日） 

※課外指導：音楽・絵画・わらべうた・英語・水泳 
  

入園準備品  

園で保護者が

購入 

出席ノート（0 歳 520 円／1 歳 700 円／２歳 650 円／3～５歳 370 円） 

カラー帽子 940 円 絵本袋 410 円 クレヨン乳児 360 円・幼児 450 円 

自由画帳 250 円 はさみ 370 円 粘土 240 円 粘土ケース 280 円 

粘土板 350 円 体操着上 2,060 円／下 1,950 円 毛布カバー1,950 円 

道具ケース 540 円 のり 130円 月刊絵本 360～390円 色鉛筆 490 円 

ピアニカ 5,600 円 ホース 旧 370 円・新 460 円 名札 130 円 

教材幼児 1,980 円×3 
各自で準備 コップ コップ袋 箸 タオル エプロン（乳児） 園庭靴 

登園かばん バスタオル×2 歯ブラシ 着替え くつ下 
手作りする品 体操着名札（毛布カバー シーツ袋 コップ袋  

かばんは手作りでなくてもよい） 

おむつ 紙おむつ・各自で持参・園で処理（廃棄料 1 枚 8 円） 

認可 
私立 

認可 
私立 


