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上大岡イングリッシュキンダーガーテン 

 

所在地 大久保 1-18-6  定員 受け入れ：2 歳～ 

TEL 045-844-3113  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-844-3113  定員 ― ― 10 10 10 10 40 
 

園庭なし  駐車場    自転車置き場なし  ベビーカー置き場なし 

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 宅配（別途料金） 一時保育 なし 

  ミルク ― 園庭開放 なし 

主な行事    育児相談 なし 

補食 ― 交流保育 なし 

夕食 ― 園見学 事前予約 

    

※ならし保育…なし   

入園準備品   

園で保護者が購入 制服 

各自で準備 なし 

手作りする品 なし 

おむつ  

保育料  

その他  

 

 
 
 

なかよし保育園 
  

所在地 芹が谷 2-5-1  定員 受け入れ：1 歳～ 

TEL 045-822-0241  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-822-0242  定員 0 2 2 3 0 7 
 

園庭あり  駐車場あり（10 台分）  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  一時保育 なし 

  ミルク 各自持ち込み 園庭開放 なし 

主な行事 ひなまつり・卒園式・お花見会 

進級式・こどもの日・遠足 

プール開き・夏休み・おたのしみ会 

運動会・おいも掘り・クリスマス会 

発表会・お正月遊び・節分 など 

昼食 
350 円～380 円／1 食 

（昼食弁当） 
育児相談 なし 

  育児講座 なし 

夕食 600 円／1 食 交流保育 実施 

おやつ 125 円／半日 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 3 日（別途オリエンテーション一日あり）   

入園準備品   

園で保護者が購入 帽子 名札 連絡帳 ゴム印 教材費など（約 10,000 円） 

各自で準備 歯ブラシ 通園カバン  

水筒 

手作りする品 布団カバー 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0円） 

保育料 60,000 円 

その他 平日 19:00～22:00 まで延長保育あり（15 分ごとに 250円加算） 

休園日：土曜日、日曜日、祝日、12月 30日～１月 3 日 

届出済認可外
保育施設 

届出済認可外
保育施設 
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保育室アーモ第 2 
  

所在地 港南台 4-7-3 サウスポｰトヒルズ C-101  定員 受け入れ：1 歳～ 

TEL 045-831-8298  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-831-8290  定員 ― 3 3 9 15 
 

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 7:30～19:30 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

  ミルク ― 園庭開放 なし 

主な行事 誕生日会・クリスマス会 

運動会・卒園遠足 

親子遠足・お泊り会 

  育児相談 なし 

補食 100 円／回 交流保育 なし 

夕食 500 円／回 園見学 事前予約 

    

※ならし保育…保護者と相談の上   

入園準備品  

園で保護者が購入 スモック お道具箱 連絡帳 体操着 

かっぽう着など（約 1 万円）1、2 歳児は連絡帳 

 

各自で準備 なし 

手作りする品 なし 

おむつ 各自持参 持ち帰り（1、2歳児） 

保育料 1、2 歳児 37,000 円 3～5 歳 60,000 円 

（助成金 37,000 円となりますので実質 23,000 円） 

その他 3 歳児からの費用に英会話・体育・スイミング・料理教室が 

含まれています 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出済認可外
保育施設 

【編集後記】 

はじめての幼稚園情報の冊子は、2000 年に栄区の幼稚園情報誌として発行されました。 

きっかけは、スタッフがわが子の幼稚園選びの際に、知りたいと思う情報をなかなか得ること

が出来ずにとても困惑した経験からでした。「無いなら自分たちの手で！きっとみんなも知り

たいはず！」この１冊が初めての園選びの参考に、園見学に行く時にも活用できる、子育て中

のママやパパのお役に立てると信じて情報誌づくりを続けてきました。はじめの頃は、ほとん

どの編集スタッフが、子どもが幼稚園に通園している間や未就園の子どもと一緒に幼稚園に取

材に伺い、自分たちが知りたい情報を集めていました。編集会議や編集作業も子どもたちが一

緒なのは当たり前。傍らで子どもを遊ばせながら、１つの冊子を作りあげました。 

私たちの冊子は、園から頂いた情報は、足したり引いたりせずにありのままに掲載すること、

全ての園の情報を平等に掲載することをモットーとしています。このことは 23 年間ずっと変

わりません。だからこそ、園の方々も私たちを信頼し、安心して情報を託していただけるのだ

と思っています。今年もこの 1 冊が「大切なお子様の未来への第 1 歩」の一助になれたなら、

とても嬉しいです。良い出会いとなりますように。 

 

【編集スタッフ】（50 音順） 

青木恵美子 大崎明子 齊藤真理子 佐藤美智子 土屋康子 

長野るみ子 中丸京子 馬場多江子 松井香織 八木恵美  

屋敷美保 山田やよい 渡辺ひとみ 渡辺由美子  


