
H29年7月1日現在

保育園名 住所 TEL FAX 園庭開放 育児相談 一時保育 その他

アートチャイルドケア
ろりぽっぷ　たまプラーザ

美しが丘 2-12-1
905-1766 905-1769 月～金（電話相談）　10：00～16：00

実施している
緊急時可/非定型/リフレッシュ
9：00-18：00
常に混んでいる
　今年度は登録定員数に達しているため新規登録は
　難しい状況

青葉フレ－ル保育園 新石川　2－9－6 913－1151 913－1152 ホールや保育室を開放する日あり
随時受け付けている（電話にて予
約）

実施している　　定員各クラス　１名
非定型
平日のみ　　8：30～16：30
タイミングが合えば可
　2歳児クラスは定員に達しているため新規の
　受け入れは難しい状況

離乳食講座・ベビーマッサージ、アタッチメント・お話会・
リズム遊びなど

たまプラーザのぞみ保育園 美しが丘5-2-34 905-2788 905-2750

毎週木曜日10：30～12：00
毎週土曜日13：30～15：00
事前の予約、当日来園も可
休止期間:年末年始、8月中、園の行事

毎週木曜日15：00～16：30
事前の予約が必要
休止期間：年末年始、8月中、園の
行事
助産婦による健康相談あり

実施していない

・年2回のぞみ講座を開催
　保護者及び地域の方向け子育て支援事業
・講演会（歯科医、助産婦他）わらべうた（親子）
・クッキング（親子）など

パレット保育園・たまプラー
ザ

美しが丘　1-1-2
たまプラーザテラス
ゲートプラザ3Ｆ

905-0837 904-3897 水曜日（電話にて予約） 実施していない

美しが丘どろんこ保育園 美しが丘　1－23－6 511-7240 511-7241 実施 実施

実施している
緊急/非定型/リフレッシュ
7：00～20：00
常に混んでいる

小桜愛児園 あざみ野 1-32-6 901-0141 901-7291

第1～第4土曜
　　9：30～11：00
　 13：00～16：00
行事時及び第5土曜は開放なし

園見学時、園庭開放時（短時間）
個別相談は、事前に問い合わせ

実施していない
小桜際（バザー）
子育て講演、給食体験、親子体操教室　等

シャローム保育園 あざみ野　3-11-27 901-7447 902-8581 「ぽかぽかたいむ」実施時
「ぽかぽかたいむ」　0～2歳までのお子さんと家族の
　ふれあい遊び　6/6（火）　10：15～11：30　月1回実施
シャロームフェスティバル　11/3（金）　9：30～13：00

青葉保育園 荏子田 3-23-10 904-0691 904-0692 随時　(要電話予約）

実施している
緊急/非定型
8：30～16：30
常に混んでいる

エンゼルベア
あざみ野保育園

新石川　1-13-1 909-6363 909-6363
食事相談毎週水・木
13：30～14：30（電話予約）

実施していない
かしだし図書　毎週木　（13：00～14：30）
おはなし会　年2回土　（電話予約）
なつまつり　8/4（金）　（電話予約）

もみの木台保育園 もみの木台16－13 901－3260 901－3266 月～金　10：00～11：30 随時

実施している　　1～5歳　各学年１日１名ずつ
緊急
8：30～16：45
タイミングが合えば可
　0歳はしていない
　相談に応じてできる限り対応する

　　　　　　　　　＊この一覧表はラフールが実施した保育園アンケート結果に基づいて作成しています。　　詳細は各保育園にお問い合わせください。
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保育園名 住所 TEL FAX 園庭開放 育児相談 一時保育 その他

グローバルキッズ
あざみ野園

新石川　1-2-10 903-5522 507-5512

実施している　　定員1名
非定型
9：00～17：30
タイミングが合えば可

アスク
あざみ野保育園

あざみ野　2-8-13 901-4834 902-8271

毎月第2木曜日　10：00～11：00
　　　（事前予約制）
シャボン玉、色水あそび、運動会ごっこ、
おもちつき、製作　など

毎週木曜日　予約制 実施していない

天才キッズクラブ楽学館
あざみの園

美しが丘　5-33-4 532-8641
年12回実施予定
　近隣の図書館、地区センターに
　掲示している

順次来園した方に行っている

実施していない　　定員3名
　現在行なっていませんがOKの場合あり
9：00～14：00
タイミングが合えば可

親子のスキンシップダンス　年2回
カプラ積木で遊ぼう　年1回
　　親子参加型の事業を実施予定

にじいろ保育園江田
荏田町 2361－3
林ビル１F

350-8746 350-8747 実施していない

「あそびにおいでよ！！」（地域子育て支援）
　　保育園を開放し、保育のスキルを活かした支援
「出前保育」
　　毎月1回赤田東公園で　10：30～10：45
　　絵本、紙芝居の読み会（雨天中止）

ベネッセ
市が尾駅前保育園

市が尾町1153-3
蕪木ビル2F

973-8944 973-7250 随時　（要連絡） 実施していない ７月夏まつり　第３公園にて　地域の方の参加も自由

市が尾こどものいえ保育園 市ヶ尾498-8 978-0217 978-0218
電話または来園相談
　（事前に要電話）

実施していない

ピッピ保育園 荏田西 3-1-19 910-0662 910-0663
第3火曜日10:00-11:00
お話会・親子で楽しむエアロビクス他
園内や園庭で遊ぶこともできる

火　10:00～
・育児・栄養相談
・一時保育の説明・登録もできる

実施している　　定員　15名
緊急/非定型/リフレッシュ
基本時間　8：30～16：30
タイミングが合えば可
開設時間　月～土　7：30～18：30（応相談）

　
ベビーの日　　毎週水曜日 11：00～14：00

アスク
藤が丘保育園

藤が丘 2-4-10
サンデュール藤が丘1F

979-1528 971-8475 水　10：00-11：00　（予約制） 実施していない

ちぐさのもり保育園 千草台　32-15 971-3861 971-3970 5月より実施 実施

実施している　　定員2名
緊急/非定型/リフレッシュ
7：30～18：30
タイミングが合えば可

海外の上質なおもちゃで遊ぶ
バイオリンとピアノのきれいな音色を楽しむ
　（園児と一緒）
人形劇を見て楽しむ　（園児と一緒）

グローバルキッズ
藤が丘園

藤が丘　1-16-20 974-0404 507－6367
あり
また、散歩など保護者とともに参加あり

あり

実施している　　定員1～2名
緊急/リフレッシュ
9：00～16：00
タイミングが合えば可

6/30　10：00～10：30バイオリン演奏会
　　　（保護者による演奏）

ぽれぽれ保育園
藤が丘

藤が丘 1-28-4
グランドール藤が丘1F

482-7047 482-7048
月～金　10：00～17：00
　（電話にて予約）

実施していない

みどり乳児園 青葉台 1-29-15 981-6644 342-5615
平日　9：00～17：00
(要事前予約）

実施している　　定員3名
緊急/非定型/リフレッシュ
7：30～18：30（最長で）
タイミングが合えば可
事前見学必要。登録後申し込み。
　0、1歳児の非定型は空きなし
　朝7：30～9：00　夕5：00～6：30は園の生活に慣れて
　からの受け入れ

6/14(水）地域交流　リトミック
9/13（水）地域交流　運動遊び
11/16（木）地域交流　新聞遊び
9/17（日）ファミリー祭　10：30～12：30予定
　　　　（バザー・模擬店・遊びコーナー等）



保育園名 住所 TEL FAX 園庭開放 育児相談 一時保育 その他

プレスクールあおば 青葉台1-18-13 981-0080 981-1020 お気軽にご連絡下さい。

・実施している。
・緊急/非定型/リフレッシュ
・応相談（面談にて）
・タイミングが合えば可
　　3、4、5歳児は比較的空いています

ベネッセ
青葉台保育園

榎が丘　2-3 982－9822 982－9949
第1、第3火曜日午前
（事前電話予約）

実施していない 見学（事前電話予約）

エンゼルベア
青葉台保育園

榎が丘　13-3 507-8556 507-8516 事前予約が必要 実施していない

貸し出し図書（9月から）
栄養士による栄養相談（要事前予約）
おはなし会年1回（要事前予約）なつまつり8月18日（金）
（要事前予約）

あっぷるキッズ青葉台 榎が丘　7-10 507-1417 507-1471 随時 実施していない

認定こども園
　青葉台幼稚園

榎が丘　5-1 981-6912 981-6951

14：00～15：00
天候･園行事の都合により実施しない日
あり
門扉にいる職員に問い合わせを

随時　（要電話での予約）

実施している　　定員10名
緊急/非定型/リフレッシュ
8：30～16：30
タイミングが合えば可

親子でワクワク　他ホームページに掲載

認定こども園
　三陽保育園

上谷本町　722番地

・幼稚園
973-2711
・保育園
979-5001

実施している 実施している

実施している　定員1名（1、2歳児クラス）
緊急/非定型/リフレッシュ
8：30～16：30
タイミングが合えば可

さくらんぼの部屋　（月に2回程度）

発行：青葉区地域子育て支援拠点ラフール　　TEL：981-3306 　FAX：981-3307
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