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チェリーガーデン保育園 

 

所在地 下永谷 2-7-24  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～ 

TEL 045-828-6151  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-828-6152  定員 8 12 14 16 40 90 
 

園庭あり  駐車場 11 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 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 入園式・子どもの日 

プール・七夕・夏まつり 

運動会・遠足・お楽しみ会 

新年おめでとう会・節分 

ひなまつり・卒園式 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

補食 
2,500 円／月 

200 円／回 

交流保育 実施 

園見学 事前予約 

夕食 
6,000 円／月 

350 円／回 

  

  

※ならし保育…約 3～7 日 年齢、個人の状態に合わせて   

入園準備品  

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 幼児：通園バック コップ（コップ入れ袋） 手拭きタオル 
汚れ物入袋 園内で使用の運動靴 

乳児：手拭きタオル 口拭きタオル エプロン 
お尻拭き用タオル コップ（コップ入れ袋） 

手作りする品 敷布団カバー 毛布カバー エプロン（乳児） 

おむつ 紙おむつ  園で用意 園で処理（破棄料含め 180 円／日） 

その他 英語教育 モンテッソーリ教育導入（5 歳児のみ） 

  

 

つくし保育園上大岡 

  

所在地 大久保 1-8-4  定員 受け入れ：1 歳～ 

TEL 045-353-3030  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-353-3087  定員 ― 12 14 14 15 15 70 
 

園庭あり  駐車場 1 台分あり  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 あり 

土曜日 7:00～18:00 3 歳以上 食事提供費 7,380 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 誕生会(毎月)・子どもの日の会 

発表会・運動会・卒園式 

ミルク ― 育児相談 実施 

補食 65 円／回 交流保育 実施 

夕食 ― 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 5 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子  連絡ノートなど 

各自で準備 コップ  歯ブラシ 

手作りする品 特になし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理 

その他  

 

 

 

 

認可 
私立 

認可 
私立 
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つばさ保育園 

 

所在地 大久保 1-20-39  定員 受け入れ：2 歳～ 

TEL 045-845-8986  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-845-8962  定員 ― ― 15 15 30 60 

定員外の受け入れ有 

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 7:00～19:00 3 歳以上 食事提供費 6,000 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 こどもまつり・運動会・芋ほり 

冬のお楽しみ会 

大きくなったね・卒園式 

ミルク ― 育児相談 実施 

補食 2,500 円／月 育児講座 実施 

夕食 7,500 円／月 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 5～10 日 状況に応じ日数を設定します   

入園準備品  

園で保護者が購入 0～2 歳児：連絡帳 242 円 カバー80 円 

3 歳児以上：ノート 36 円 カラー帽子 1,060 円 

体操用短パン 1,250 円 自由画帳 330 円 

各自で準備 コップ 歯ブラシ 歯ブラシキャップ  

昼寝用シーツ 上掛け リュック（３歳児以上） 

手作りする品 なし 

おむつ どちらでも 各自で持参 

持ち帰りまたは園で処理（300 円/月） 

その他  

  

    
 

つばさ保育園分園 

  

所在地 大久保 1-9-25  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日以上）～1 歳 

TEL 045-841-3317  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-845-8962  定員 15 15 ― ― ― ― 30 
 

園庭なし  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 7:00～19:00 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 3 歳以上 ― 園庭開放 なし 

主な行事 こどもまつり・運動会 

いっしょに遊ぼう会・卒園式 

ミルク ― 育児相談 なし 

補食 ― 育児講座 実施 

夕食 ― 園見学 事前予約 

※ならし保育…約５～10 日 状況に応じ日数を設定します   

入園準備品  

園で保護者が購入 連絡帳 242 円 カバー80 円 

各自で準備 コップ 歯ブラシ 歯ブラシキャップ 

昼寝用シーツ 上掛け 

手作りする品 なし 

おむつ どちらでも 各自で持参  

持ち帰りまたは園で処理（300 円／月） 

その他 土曜日は本園で保育します 

 

 

 

認可 
私立 

認可 
私立 


