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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 

  園見学 事前予約 

※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（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  

 

 

保育室アーモ 

  

所在地 港南台4-7-29サウスポｰトヒルズA203   定員 受け入れ：生後 57 日～2 歳 

TEL 045-835-2029  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-835-2029  定員 4 7 7 ― ― ― 18 
 

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 7:30～19:00 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 誕生日会・クリスマス会 

運動会・親子遠足 

秋のお泊り会 

  育児相談 なし 

補食 100 円／回 育児講座 なし 

夕食 なし 交流保育 なし 

  園見学 事前予約 

※ならし保育…保育者と相談の上   

入園準備品   

園で保護者が購入 連絡帳 

各自で準備 汚れ物入れ おむつ 置き靴 

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 

連携保育所 港南台第二保育園・白峰保育園・かつら愛児園 

その他 保護者の方と一緒の育児 

 

 

小規模保育 

 

小規模保育 
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Poco a Poco保育園 

  

所在地 日野 5-1-18 ハラトミビル 2F  定員 受け入れ：生後６か月～ 

TEL 045-842－1820  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-846－5500  定員 3 8 8 ― ― ― 19 
 

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 7:30～18:30 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:30～15:30 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 農園体験 

クリスマス会 など 

  育児相談 実施 

補食 ― 交流保育 あり 

夕食 ― 園見学 事前予約 

    

※ならし保育…約 10 日 （2 週間ぐらいを予定しています） 

 

入園準備品  

園で保護者が購入 連絡帳 園帽子 連絡帳ファイルなど 

各自で準備 お昼寝カバー など 

手作りする品 特になし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で廃棄（0 円） 

連携保育所 優先受入れの確保…COSMOS保育園・笹下保育園など 

その他 姉妹園…COSMOS保育園 

 

 

めぐみ保育園 

 

所在地 大久保 1-9-13  定員 受け入れ：1 歳～2 歳 

TEL 045-349-9742  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-349-9743  定員 ― 19 ― ― 19 
 

園庭あり（小さい） 駐車場 3 台分あり  自転車置き場あり（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 ― 園庭開放 なし 

主な行事 入園おめでとう会 

クリスマス会 

お楽しみ会 

卒園おめでとう会 

  育児相談 あり 

補食 あり 育児講座 なし 

夕食 ― 交流保育 なし 

延長保育おやつ あり 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 6 日   

入園準備品   

園で保護者が購入 連絡帳 200円 布団（任意 2,000円） 

各自で準備 敷布団カバー タオルケット 歯ブラシ コップ 

布団（園のものを購入でも可） 

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） 

連携保育所 

（卒園連携先） 
キッズガーデン横浜最戸・上大岡東保育園・笹下南つくしんぼ保育園 

グローバルキッズ上大岡園 

認定こども園 野庭聖佳幼稚園・関東学院のびのびのば園・森が丘幼稚園 

その他  

 

小規模保育 

 

小規模保育 

 


