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オリーブ保育園港南 

 

所在地 港南 5-15-13  定員 受け入れ：6 か月～ 

TEL 045-349-2937  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-349-2358  定員 7 7 7 1 1 1 24 
 

園庭なし  駐車場あり  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 

 

週 7 日開所 7:15 ～18:15 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

ミルク あり （園で用意） 園庭開放 なし 

主な行事 誕生日会・夏祭りあそび 

ハロウィン・クリスマス会 など 

昼食 あり 育児相談 なし 

補食 ― 育児講座 なし 

夕食 なし 交流保育 あり 

おやつ あり（保育料に含みます） 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 5 日～10 日   

入園準備品   

園で用意している品 おむつ 連絡帳 カラー帽子 など 

各自で準備 着替え シーツ タオルケット 

手作りする品 なし 

おむつ 園で用意します 

保育料 
26,000 円～59,000 円 

(保育時間・日数によります。詳細は園にお問い合わせ下さい) 

その他 おむつは園で用意し、衣服の洗濯は園で行うので、手ぶらで登園できます 

 

 

上大岡ちゅーりっぷ保育園 

  

所在地 大久保 1-15-20 K パレス大久保 1F  定員 受け入れ：1 歳の誕生月より 

TEL 045-567-5726  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-884-4977  定員 6 12 12 12 42 
 

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  
（送迎時の駐車場 1 台、自転車置き場あり） 

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 7:00～20:00 3 歳以上 給食費 別途徴収 
食事提供費 7,000 円/月 園庭開放 なし 

主な行事 誕生会・保育参観・懇談会 

入園式・卒園式 

季節行事（七夕・節分 

ひなまつり・お楽しみ会など） 

ミルク 園で用意 育児相談 あり 

昼食 あり  育児講座 なし 

補食 希望者のみ（150 円／食） 交流保育 なし 

おやつ 午前・午後（保育料に含む） 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 園帽子  

各自で準備 敷布団カバー 歯ブラシ コップ タオル 

食事用エプロン 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（500 円／月） 

保育料 0 円～76,800 円（日数と時間による） 

幼・保無償化適用 兄弟割引あり 

その他 週 2～4 日のパート勤務者のお子さんも受け入れ枠があります 
保育園内に地域の親子が過ごせる「おやこカフェ」を併設しています 
詳しくはホームページをご覧下さい  

届出済認可外
保育施設 

企業主導型 
保育事業 

届出済認可外
保育施設 

企業主導型 
保育事業 
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港南台わかば保育園 

  

所在地 港南台 2-7-7 第二寺田ビル 101  定員 受け入れ：６か月～ 

TEL 045-435-5722  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-435-5722  定員 2 5 5 ― 12 
 

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 7:30 ～18:30 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 8:30 ～16:30 ミルク あり 園庭開放 なし 

主な行事 こどもの日・七夕・水遊び 

クリスマス・お正月あそび 

豆まき・ひな祭り 

卒園 進級を祝う会など 

昼食 あり 育児相談 あり 

補食 なし 育児講座 なし 

夕食 なし 交流保育 なし 

おやつ あり 園見学 事前予約 

※ならし保育…1～2 週間程度   

入園準備品   

園で保護者が購入 帽子 

各自で準備 シーツ 

手作りする品 なし 

おむつ 各自で用意 

保育料 0、1 歳児 週 5 回 7 時間の場合（38,000 円） 

その他、詳細は園にお問合せ下さい 

その他 一人ひとりの育ちを大切にした保育をしています 

見学など、気軽にお問合せ下さい 
 

 
 

ぴーまん保育園上大岡 

 

所在地 上大岡西 3-11-2  グレイス上大岡 1F  定員 受け入れ：生後 2 か月～ 

TEL 045-752-9126  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-752-9127  定員 6 6 7 ― ― ― 19 
 

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 7:00～20:00 自園給食(園内調理) 一時保育 あり 

土曜日 7:00～20:00 ミルク 園で用意(保育料に含む) 園庭開放 なし 

主な行事 入園式・進級式・卒園式 

年２回の親子行事 

園児のみでの季節行事 

お誕生日会など 

昼食 あり(保育料に含む) 育児相談 あり 

補食 なし 育児講座 なし 

夕食 あり(週 4 日 5,000 円～) 交流保育 なし 

おやつ あり(保育料に含む) 園見学 事前予約 

※ならし保育…8 日   

入園準備品  

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 着替え エプロン バスタオル（午睡用） 
水筒 活動靴など 

手作りする品 なし 

おむつ 各自で持参 園で処理 （0 円） 

保育料 週 4 日７時間 0 円～ 

その他  
 

 

届出済認可外
保育施設 

企業主導型 
保育事業 

届出済認可外
保育施設 

企業主導型 
保育事業 
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森と自然の保育園 SORA 

 

所在地 港南台 1-1-12 レアシュロス港南台 1F  定員 受け入れ：６か月～ 

TEL 045-352-8207  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-352-8208  定員 4 7 8 6 25 
 

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 7:30 ～20:30 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

ミルク 持参 園庭開放 
なし 

（施設開放あり） 

主な行事 公園あそび 

ファミリーディ 

 

昼食 あり 育児相談 あり 

補食 18:30 以降の預かりのお子さん 育児講座 なし 

夕食 ― 交流保育 あり 

おやつ あり（保育料に含みます） 園見学 HP 参照 

※ならし保育…約 1～2 週間程度   

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 レインウェア 専用シーツ 
各自で準備 タオル エプロン 着替え など 

手作りする品 特になし 
（帽子やシーツに目印となるものをつけていただきます） 

おむつ 各自で持参（希望者は定額制のサービスがあります 2,280 円／月） 
園で処分 

保育料 日数と時間による（HP 参照） 

その他 入園をご検討の際は、まずは説明会にご参加ください（HP 参照） 

<HP> http://moritoshizen.yokohama 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NYC International School 
  

所在地 港南区上大岡西 2-15-17  定員 受け入れ：2 歳～ 

TEL 045-349-2873  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX   定員 ― ― 8 8 8 8 32 
 

園庭あり (屋上)  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 7:30～18:00 お弁当持参 一時保育 なし 

  おやつ 
支給あり 
(保育料に含みます) 

園庭開放 なし 

主な行事 イースターパーティ 

ハロウィンパーティ 

クリスマスパーティ 

(コロナの状況による) 

  育児相談 なし 

  交流保育 なし 

  園見学 事前予約 

    

※ならし保育…特になし(子どもの状況により実施)   

入園準備品   

園で保護者が購入 T シャツ  

各自で準備  

手作りする品 なし  

おむつ 紙おむつ 各自持参 園で処理（0 円） 

保育料 11,400 円～65,000 円 (保育 9:00～14:00) 

（延長代 別） 

その他 助成金上限 37,000 円まで (3 歳児以上) 

 
 

届出済認可外
保育施設 

企業主導型 
保育事業 

届出済認可外
保育施設 


