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美しが丘保育園
美しが丘２-２-１

（たまプラーザ駅５分）
045-901-7190

・育児講座・給食体験（要予約）

・園庭開放（予約不要）

　　月～金11:30-13:00 13:30-15:00

・子育てトーク＠zoom

（要予約）毎月第１、３木曜日

月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

１才～就学前
8:30-16:30 登録申し込みが必要 常に混んでいる

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

（たまプラーザ駅７分）
045-905-1766 コロナ感染症の影響から実施無し 月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

＊基本的には非定型的

保育

３～５才

（年少～年長クラス）

１名/１日
8:30-17:00 登録申し込みが必要 タイミングが合えば可

青葉フレ－ル保育園
新石川２-９-６

（たまプラーザ駅４分）
045-913-1151

子育て広場

8/2(月)9/1(水)10/14(木)12/17(金)1/25(火)、

2/17(木)

育児講座　11/18

地域交流　7/26、10/9、1/14

＊コロナなどの社会情勢を見て中止や変更

もあり

月～金 非定型的保育

０才、２～５才

＊１歳児クラスの受け入

れは無し

8:30-16:30 事前に見学が必要 タイミングが合えば可

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

（たまプラーザ駅１分）

045-905-0837 育児相談　毎週水曜日（要予約）

小学館アカデミー

たまプラーザ保育園

美しが丘２-１８-８

（たまプラーザ駅７分）
045-905-2252

見学者に資料を渡す際、子育てや園生活な

どへの質問や相談を受けている

（コロナ禍対応で見学者も園内見学ができ

ない）

たまプラーザ小桜愛児園
新石川２-３-１５

（たまプラーザ駅２分）
045-507-7767 コロナウィルス対策として現在中止 月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

１才児～５才児クラス

1日：3名
8:30-16:30 登録申し込みが必要

１才児クラスが常に混んでい

る。他クラスはタイミングが合

えば可

グローバルキッズ

たまプラーザ保育園

美しが丘２-１７-１６

（たまプラーザ駅５分）
045-901-4141

たまプラーザ小桜愛児園
新石川２-３-１５

（たまプラーザ駅２分）
045-507-7767 コロナウィルス対策として現在中止 月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

１才児～５才児ｸﾗｽ 8:30-16:30 登録申し込みが必要
相談に応じ出来る限り対応

京進の保育園

HOPPAたまプラーザ

新石川町３-２-５

FUJIKYU８

（たまプラーザ駅５分）

045-910-0472 実施していない

たまプラーザ・ベビーリー乳幼

児室

美しが丘１-６-５

コメールビル２階

（たまプラーザ駅３分）

045-901-8391 実施していない

すすき野保育園

すすき野２-８-６

（あざみ野駅バス虹ヶ丘団地

５分）

045-902-7207
園庭開放：火～木11:00-12:00

小桜愛児園
あざみ野１-３２-６

（あざみ野駅10分）
045-901-0141

コロナにより６月現在未実施。８月以降予

定あり。決まったら門扉掲示板に掲示され

る

実施していない

＊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　発行：青葉区地域子育て支援拠点ラフール　　TEL：045-981-3306

実施していない

実施していない

実施していない

実施していない

実施していない（今年度より事業中止）

実施していない
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青葉保育園

荏子田３-２３-１０

（バス停荏子田３丁目

徒歩１分）

045-904-0691 育児相談：随時 月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

６か月～５才児

１～２名/１日
8:30-16:30 事前に見学が必要

タイミングが合えば可

今年度は0－2才児まで空きの見

込みはない

グローバルキッズ

あざみ野園

新石川１-２-１０

（あざみ野駅４分）
045-903-5522

園庭開放：月～金10:30-12:00事前予約

交流保育：検討中

ポピンズナーサリー

スクールあざみ野

あざみ野２-３５-１２

（あざみ野駅10分）
045-479-1602 月～金

緊急保育

リフレッシュ保育

３歳以上～

クラス定員に空きがあれ

ば受け入れ可
8:00-16:00 登録申し込みが必要 タイミングが合えば可

あざみ野ひだまり保育園

あざみ野２-２８-９

ﾙﾐﾅｽﾐﾕｷ２０１

（あざみ野駅６分）

045-530-5776
あざみ野東公園やあざみ野一丁目公園を利

用。同年齢の子と一緒に遊んだり、子育て

について情報共有をできたらと考えている

幼保連携型認定こども園

つどいの森

もみの木子ども園

もみの木台１６-１３

（あざみ野駅からバス「もみ

の木台」２分）

045-901-3260

園庭開放　月－金　10:00-11:30

サーキット運動遊び開放

9:45-11:00

7/15,9/30,10/28,11/25,12/23,1/27,2/24

育児相談　月－金

交流活動　8/28夏祭り　11/13マルシェ

月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

生後６か月～就学前 8:30-16:45
事前に見学・登録申し

込みが必要

タイミングが合えば可相談に応

じできる限り対応

あざみ野ベビールーム

あざみ野１-７-１ｺﾞｰﾙﾄﾞﾜﾝあ

ざみ野２階

（あざみ野駅１分）

045-903-8821 すべての曜日

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

３か月から３歳児まで

月－金

8:00-18:30

土・日

8:00-15:30

初回は事前見学必須

二回目以降は前日まで

に電話予約

今年度から一時保育を再開

江田ひまわり保育園

荏田西２-３５-１

ｳｴｽﾄﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ１０５

（江田駅11分）

045-532-5566

サンキッズ荏田西保育園
荏田西４-５-２

（市が尾駅15分）
045-911-3623 現在コロナ禍につき活動を控えている

ベネッセ

市ヶ尾駅前保育園

市ケ尾町１１５３-３

第2蕪木ビル2階

（市が尾駅２分）

045-973-8944
育児相談（園見学をされた人に当日、育児

相談も行っている）

見学日：7月から月・水・金10:00-10:30

グローバルキッズ

市が尾園

市ケ尾町１０６３-４

エトモ市が尾４階

（市が尾駅１分）

045-973-3085
コロナ禍のため、園開放、イベントは中止

見学は状況を見ながら1日1組予約制

ピッピみんなの保育園

市ケ尾町１１６１-８
くらしてらす２階
（市が尾駅7分）

045-508-9523
育児相談、栄養相談（現在感染症対策とし

て人数を絞って希望がある場合対応）

親子ルームでの園開放は休止中

月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

５７日目から～就学前

１０名/１日

感染症対策で受け入れ人

数を控えている
8:30-16:30

登録申し込み、事前見

学が必要

２週間前から申し込む

相談に応じできる限り対応

市ヶ尾保育園
市ケ尾町５２４-１５

（市が尾駅13分）
045-972-0343

園庭開放：毎週水曜日9:30-11:30(コロナ禍

で1組/1日）

バザー：9/26(日)または10/3(日)

人形劇：12/24(金)

火～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

産休明け～年長

　２～３名/１日 7:30-18:30 事前に見学が必要

相談に応じ出来る限り対応

＊定期利用者でほぼいっぱいの

ため、緊急性の高い方や突発的

な利用者はお断りせざるを得ま

せん

実施していない

実施していない

実施していない

実施していない

＊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　発行：青葉区地域子育て支援拠点ラフール　　TEL：045-981-3306

実施していない

実施していない



保育園名 住所 TEL 子育て支援企画など
一時保育

実施日
実施内容 受け入れ年齢／定員

受け入れ時

間
手続き 現状

R3年度 青葉区保育園子育て支援情報＆一時保育情報

ミアヘルサ保育園

ひびき市が尾
市ケ尾町１１５８-１
（市が尾駅２分）

045-507-7291

9/17(金)11/5(金) 10:00-10:30
０才児ひよこ組と交流会を予定。コロナ

ウィルス感染状況により中止の可能性あ

り。１週間前に確認の連絡要

・園見学も要問合せ

りとる・ピッピ

市ケ尾町１０６５-１
市ケ尾森ビル５番館１０４，
１０５
（市が尾駅２分）

045-532-6407
育児相談、栄養相談（人数制限有）

babyの日は環境が整い次第再開予定
月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

57日目から～２才児

５名/１日

現在は定期での利用のみ

となっている

8:30-16:30
登録申し込みが必要

相談に応じできる限り対応

ピッピ保育園
荏田西３-１-１９

（市が尾駅10分）
045-910-0662

育児相談、栄養相談（人数制限有）

babyの日は環境が整い次第再開予定

月～金

土・日（休日一時

保育）

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

57日目から～就学前

15名/１日

感染症対策で受け入れ人

数を控えている

8:30-16:30
登録申し込み、事前見

学が必要

２週間前から申し込む

相談に応じできる限り対応

りんどう保育園

みたけ台３２-１９

（藤が丘駅又は青葉台駅から

バス「祥泉院」１分）

045-971-3829

園庭開放：毎週土曜日9:30-16:00（行事など

で開放を休む日がある）

育児講座：10月末予定。お子様と一緒に保

育園でランチをしませんか！

交流保育：運動会、節分会、おはなしの会

に参加する

＊育児講座・交流保育は電話にて予約が必

要

アスク藤が丘保育園
藤が丘２-４-１０
サンデュール藤が丘１階
（藤が丘駅３分）

045-979-1528
育児相談：月・木

10:00-11:00　14:30-15:30（要予約）

園見学随時受付　要予約

ぽれぽれ保育園藤が丘

藤が丘１-２８-４

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ藤が丘１階

（藤が丘駅５分）

045-482-7047
育児相談：月～金

10:00-12:00（要予約）

園見学　随時受付（要予約）

ちぐさのもり保育園

千草台３２-１５

（藤が丘駅または青葉台から

バス「千草台」２分）

045-971-3861

園庭開放：毎週金曜日11:00-12:00
育児相談：随時

子育てサロン、交流保育についてはコロナ

の状況を見ながら企画予定

月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

１才クラス～５才クラス 8:30-18:30

事前に見学・登録申し

込みが必要

前月20日から次月分申

し込み開始

相談に応じ出来る限り対応

幼保連携型認定こども園

三陽保育園

上谷本町７２２

（バス停「みたけ台小学校第

２」徒歩３分）

045-979-5001

園庭開放10:00-12:00　雨天中止

7/17,8/7,9/18,10/16,11/20,12/18,

2022.1/22,2/19,3/26

しらとり台保育園
しらとり台１７-５８

（青葉台駅10分）
045-981-7150

今は未開催（第３木曜日しらとりひろばを

近くの公園で開催
月～土

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

０～５才

各クラス２名/１日
7:30-18:30

事前に見学・登録申し

込みが必要

前月20日9：30～電話に

て申込受付

タイミングが合えば可

緊急保育はこの限りではありま

せん

しらとり台保育園つつじが丘
つつじが丘２９-１８

（青葉台駅７分）
045-988-6551 「しらとり広場」第３木曜日 月～土

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

０～５才

各クラス２名/１日

7:30-18:30
事前に見学・登録申し

込みが必要

前月20日9：30～電話に

て申込受付

タイミングが合えば可

緊急保育はこの限りではありま

せん

みどり乳児園

青葉台１-２９-５

（青葉台駅10分/青葉台駅から

バス「桜台」１分）

045-981-6644 月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

3か月～年長

各クラス１名/１日

　３名/１日

7:30-18:30 事前に見学・登録申し

込みが必要

14日前に申し込む

タイミングが合えば可

＊年齢によって受け入れができ

たりできなかったりする

1才2才児クラスのリフレッシュ

保育は難しい

実施していない

実施していない

実施していない

＊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　発行：青葉区地域子育て支援拠点ラフール　　TEL：045-981-3306

実施していない
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しらとり台保育園

さつきが丘

さつきが丘１１-２

（青葉台駅10分

青葉台駅バス「つつじが丘

小」５分）

045-978-0015 育児相談：随時 月ー土

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

６か月～就学前 7:30-18:30
事前に見学・登録が必

要

30日前にもうしこむ

タイミングが合えば可

相談に応じできる限り対応

オルタスそらいろ

青葉台１-４

青葉台消防出張所ビル５階

（青葉台駅３分）

045-507-3555
今年度はコロナウィルスのため秋までは未

定
月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

０才～５才 8:30-17:00
登録申し込みが必要

7日前に申し込む
タイミングが合えば可

太陽の子桜台保育園

桜台１-５

（青葉台駅12分/青葉台駅バス

「桜台」３分）

045-989-4560
月１回保育体験（内容はその日によって違

います。コロナの状況により中止になる場

合もあります）

にじいろ保育園青葉台
青葉台１-１９-１５

（青葉台駅６分）
045-482-6844

＊現在は感染症蔓延防止など重点措置期間

のため実施を見合わせています

園庭開放　毎週火曜日　10:00～11:00

育児相談：毎週金曜日　10:00～11:00

8/2（日）どろんこ・水遊び（要予約）

11/15（日）作って遊ぼう（要予約）

3/7（日）リズムで遊ぼう（要予約）

ベネッセ青葉台保育園
榎が丘２-３

（青葉台駅４分）
045-982-9822 現在コロナウィルス感染対策のため中止

しらとり台保育園青葉台
藤が丘２-２０-１０

（青葉台・藤が丘10分）
045-978-3318 育児相談：随時 月ー土

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

６か月～就学前 7:30-18:30
事前に見学・登録が必

要

30日前に申し込む

タイミングが合えば可

相談に応じできる限り対応

太陽の子桜台第二保育園
桜台２７-１６

（青葉台駅13分）
045-509-1271

地域身体測定　7/16、8/13、9/10、

10/8、11/12、12/10、2022.1/14、

2/10、3/10　いずれも

9:45-10:30

あっぷるキッズ青葉台
榎が丘7-10

（青葉台駅7分）
045-507-1417 園庭開放　第２火曜日　9：30-11：00 月～金

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

１才児のみ

１名/１日
8:30-16:30

タイミングが合えば可

登録申し込みが必要

園の都合（行事など）で受け入

れできないこともあるので、相

談ください

明日葉保育園青葉台
青葉台２-１８-３４

（青葉台駅７分）
045-508-9751

園庭開放：7/2、9/17、24、10/1、8、29、

11/5、12すべて金曜日10:00-11:00

9/4（土)「けがや病気の簡単ﾎｰﾑｹｱ」

11/6(土)「わらべ歌で遊ぼう」

2/19(土)「大切な歯を守る」

月～金 １才児～５才児 8:30-16:30
タイミングが合えば可

登録申し込みが必要

園内のスペースの関係上、クラスに

空きや欠席がある際にお受けできる

ようになります

幼稚園型認定こども園

ナザレ幼稚園

鴨志田町１２６４

（青葉台駅バス「日体大」終

点徒歩１分）

045-962-0500
園庭開放　10:00-15:00
親子で遊ぼう　7/26　10:30-11:30

わいわいKids

つつじが丘保育室

つつじが丘２７-１５

（青葉台駅10分）
045-507-5770 コロナ禍で自園のイベントも未開催

青葉ぽかぽか保育室

しらとり台５８-１

（青葉台駅からバス「稲荷

前」５分）

045-568-5706
9:30-10:30（当日までに要電話予約）雨の日

など遊び場として親子でいらしてください

実施していない

実施していない

実施していない

＊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　発行：青葉区地域子育て支援拠点ラフール　　TEL：045-981-3306

実施していない

実施していない

実施していない

実施していない


