保育施設･幼稚園が地域の子育てを応援します！
～緑区内の保育施設･幼稚園が行っている、地域の方どなたでも参加できるイベントを紹介します～

2023年

区役所からの子育て情報コーナー
放課後の居場所
学童保育・キッズクラブ ってどんなところ？
地域で運営されている「放課後児童クラブ（学童保育）」と
各市立小学校内に設置されている「放課後キッズクラブ（キッズ）」を紹介します。

●放課後児童クラブ（学童保育）
○概要

小学校施設以外の場を活用し、安全で豊かな放課後を過ごすための居場所です。
※学校からクラブまでは、みんなで向かいます（送迎を行っているクラブもあります）。

○遊び

遊びのプログラムが充実しています。
また、自分たちでいろいろな遊びを作り出す楽しみも貴重な体験です。

○開所時間

放課後～午後７時（クラブによって異なります。）

○利用料

クラブによって異なります。

●放課後キッズクラブ（キッズ）
○概要

小学校施設を活用した「遊びの場」と「生活の場」を兼ね備えた放課後の居場所です。

○遊び

主に専用の「キッズルーム」で遊びます。
校庭や体育館が使える時間帯は、ボール遊びなどで思いきり体を動かして遊びます。

○開所時間

放課後～午後７時（土曜日：午前８時30分～、土曜日を除く学校休業日：午前８時～）
なお、一斉下校時間までは、お子さんだけで帰宅できます。一斉下校時間を過ぎると保護者のお
迎えが必要です。
わくわく区分（区分１）：「遊びの場」 ※放課後～午後４時

無料
※土曜日は利用できません（プログラムのある日のプログラム参加は可能です）。
※長期休業日は２時間程度の利用です。
※別途800円 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のために利用を制限することがあります。
以内/年の保
険料が必要 すくすく区分（区分２）：「遊びの場」と「生活の場」
ゆうやけ（A） ※放課後～午後５時
ほしぞら（B） ※放課後～午後７時
です。
2,000円/月＋おやつ代100円/回
5,000円/月＋おやつ代100円/回
※400円/回で午後7時まで延長利用が可能です。
〇利用料

※上記は、学童保育・キッズの
一般的な内容を説明したものです。
実際の活動内容等はクラブによって異なります。

お問合せ：緑区役所こども家庭支援課こども家庭係

←緑区クラブ一覧等
学童・キッズ
職員募集→

TEL ９３０－２２１６

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、イベント等が中止・延期になる場合があります。
お出かけの際は、各施設へ開催の有無をご確認くださいますようお願いいたします。
皆さまには、大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

園別情報
長津田地域

市立 長津田保育園
（育児支援センター園）
長津田2-11-1
赤ちゃんの駅
TEL 981-2656
育児支援専用TEL 985-9978

日曜･祝日･年末年始はお休み。特に記載がない場合は、未就学児対象･予約不要です。
授乳・調乳・オムツ替え等ができます。また、来訪された方に
赤ちゃんの駅
は、子育ての心配事や悩みの相談に乗ったり、外出時のアドバ
イスもお伝えします。

●育児相談： 月～金曜日 9:30～16:00
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
施設開放時にも育児相談を随時受け付けています。
●施設開放： 園庭・ひまわり室 雨天時：園庭開放はお休み
月～木曜日
土曜日
ひまわり室 9:00～11:30
午
（11:15～おはなし会）
ひまわり室 8:30～11:30
前
園 庭 11:30～12:00
ひまわり室 13:30～14:30
園 庭 12:00～14:00
（14:20～おはなし会）
(雨天時はひまわり室
12:30～14:00)
園 庭 12:30～14:30
※着替えやタオル、飲み物(お茶、水)を持参ください。
※身体測定は開放日・お誕生日のお祝いは月～木で行っています。
【予約方法】
電話での受け付けです。毎週月曜日（月曜がお休みの場合は翌開園日）から翌週
1週間分の予約受け付けを開始します。予約は希望日の前日までお受けします
が、定員になり次第、締め切ります。一度に複数回の予約はできません。
※当日の空きがある場合は、9:00～電話で受け付けを行います。
詳細は園までお問い合わせください。

午
後

緑区の市立保育園では新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、
施設開放(園庭開放含む)・育児講座
は感染状況に応じ、予定変更や中
止となる場合があります。
子育てに関する相談はお電話で受
け付けています。
詳細は保育園までお問合せください。

・23日（月）： 「0歳・ふれあい遊びの日」 9:00～11:30 (0歳対象)
(3組程度) 【要予約】
(10:30～11:00の間にふれあい遊びとおはなし会があります）
上記に関するお問合せ・申込みは､月～金曜日9:00～15:00間に
育児支援専用電話(985-9978)へお願いします。

長津田駅 徒歩5分

長津田こども園
いぶき野8-1 1F
TEL 983-9055

●育児講座
16日(月)～19日(木)： 「鬼のお面づくり」 9:00～11:30 (3組程度) 【要予約】

赤ちゃんの駅

●育児相談「すくすくひろば」： 水曜日 10:00～12:00
（電話相談のみ）

【要予約】

●園庭開放： 火曜日 10:00～11:00 雨天中止

長津田駅 徒歩12分

明日葉保育園長津田園
長津田1-18-11
TEL 507-6611

赤ちゃんの駅

●園庭開放： 火曜日 10:00～11:00 雨天中止
※汚れてもいい服装でお越しください。
※水分補給は持参してください。

長津田駅 徒歩10分

ながつた幼稚園
長津田7-4-11
TEL 981-0390

長津田駅 徒歩5分

●園庭開放： 14・21日(土) 10:00～12:00 雨天中止
・生きもの観察会： 14日（土） 8:30～10:30 小雨決行 ※8:30受付（生きもの抹茶館）
※今月のHaHaネットカフェはコロナ禍の為、中止です。

長津田地域
ｽﾀｰﾁｬｲﾙﾄﾞ≪長津田ﾅｰｻﾘｰ≫
長津田6-7-7
TEL 989-1681

●育児相談： 金曜日 10:00～11:30 【要予約】

長津田駅 徒歩5分

太陽の子 長津田北保育園
長津田3-1-40
TEL 988-6820

●園庭開放： 火曜日 9:30～11:00 （2名） 【要予約】 雨天中止
※汚れても良い服装でお越し下さい。
※飲み物を持参して下さい。
・6日（金）： 「おもちつき会見学」 10:00～11:00 雨天中止 【要予約】

長津田駅 徒歩5分

十日市場地域

市立 十日市場保育園
十日市場町1296
TEL 981-6470

赤ちゃんの駅

●育児相談： 月～金曜日 9:30～12:00 （電話相談のみ）
園庭開放の中でも行っています。
●園庭開放： 月～金曜日 11:30～12:30
●育児講座
24日（火）： 「節分の飾りを作りましょう」 11:30～12:30 （5組） 【要予約】
緑区の市立保育園では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、施設開放(園庭開放含む)・
育児講座は感染状況に応じ、予定変更や中止となる場合があります。
子育てに関する相談はお電話で受け付けています。 詳細は保育園までお問合せください。

十日市場駅 徒歩15分

バオバブ霧が丘保育園
霧が丘3-25-1
TEL 921-6030

●育児相談： 月～金曜日 10:00～12:00
（電話相談のみ）
●園庭開放： 木曜日 10:00～12:00 雨天中止
※絵本の貸し出しあり(1人2冊まで)。
※マスク着用・検温・手指消毒をお願いします。（1日5組）

市バス「郵便局前」 下車2分

十日市場こども園
十日市場848-1
TEL 982-8330

赤ちゃんの駅

●育児相談： 金曜日 10:30～11:30
(面談による相談は【1週間前までに要予約】、電話相談は随時)
●園庭開放： 金曜日 10:00～11：30 雨天中止
※飲み物を持参してください。

十日市場駅 徒歩10分

ヴィラ十日市場こども園
十日市場町819-13 2･3F
TEL 479-2522
赤ちゃんの駅

●育児相談： 火曜日 10:30～11:30
（面談での相談【1週間前までに要予約】、電話相談は随時）

●園庭開放： 火曜日 10:30～11:30 【1週間前までに要予約】 雨天中止

十日市場駅 徒歩2分

十日市場地域
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ十日市場園
十日市場871-5
TEL 986-0803 十日市場駅 徒歩3分

あさひが丘幼稚園
新治町964
TEL 931-3464

十日市場駅 徒歩8分

●園庭開放： 月・木曜日 9:30～10:30 （0～2歳児対象） （各日3組）
【要予約】

●アスレチック開放： 17日(火) 10:30～11:15 雨天中止
(園ホームページのトップNewsで確認してください)
※親子での参加をお願いします。持ち物：飲み物・タオル・帽子。
※保護者の方はマスク着用でお願いします。
＜2月の予定＞
2/22（水）： 「未就園児教室」 10:30～
【開催日の１か月前から園のホームページで予約】
※詳細は園ホームページをご覧ください。

認定こども園 横浜あすか幼稚園

●子育て相談： 月～金曜日 随時 【要予約】

霧が丘3-18-1
TEL 921-0603

●園庭開放「豆しばの日」：

市バス「遊水池前」「中丸入口」 徒歩3分

14日（土） 10:00～11:30 雨天中止

＜2月の予定＞
・2/20（月）： まみー＆ベベ（M/B） 10:00～11:00 【要予約】
（0～2歳児対象） 参加費100円。持ち物：上履き、タオル、飲み物
動きやすい服装で。
・2/22（水）： 「つみつみランド（積木あそび）」 10:30～11:30 （1～2歳児対象）
【要予約】 参加費300円。持ち物：飲み物・上履き。

認定こども園 横浜マドカ幼稚園

※車での来園可（駐車場あり）

霧が丘6-14
TEL 922-0797

●子育て相談： 面談での相談は【要予約】
●園庭開放「豆しばの日」： 16日（月） 11:00～12:00 雨天：室内遊び 【要予約】
芝生でいっぱいあそびましょう！ 持ち物：飲み物
・19日（木）： 「つみつみランド（積木あそび）」 10:30～11:30 （1～2歳児対象）
【要予約】 参加費300円。持ち物：飲み物・上履き。
・23日（月）： まみー＆ベベ（M/B）「親子でダンシング」 10:00～11:00 【要予約】
（0～2歳児対象） 参加費100円。動きやすい服装で。
持ち物：上履き、タオル、飲み物

市バス「霧が丘公園前」徒歩3分

中山地域
小学館アカデミーなかやま保育園 ※準備の関係で開始時間より前に園舎には入れませんので、時間に合わせてお越しください。
（保育所子育てひろば私立常設園） ※予約、問合せ電話番号：０９０－２５２３－４９２１
台村町399
●育児相談： 月～金曜日 9:30～16:00
赤ちゃんの駅
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
TEL 938-5651
●園庭開放： 月～水曜日 13:00～14:30 雨天中止
●育児講座
14日（土）： 「体育あそび」 10:00～10:45 【要予約】
体育の先生をお招きして体育遊びを行います。

中山駅 徒歩6分

中山地域

青砥どんぐり保育園
青砥町635-22
TEL 933-8540

赤ちゃんの駅

市バス「蓮生寺前」 徒歩5分

小山保育園
小山町292
TEL 933-2227

●育児相談： 木曜日 9:30～12:00
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
●園庭開放： 12・26日（木） 10:00～12:00 雨天中止
※絵本の貸し出しは中止します。（飲み物・着替えを持参してください）
●育児講座
13日（金）： 「顔面紙芝居を楽しみましょう」 10:00～11:00 【要予約】
●交流保育
20日（金）： 「おはなし会」 10:10～11:00 【要予約】
10:10～10:25 （1・2歳児） 10:30～11:00 （3歳児以上対象）
26日（木）： 「1月生まれの誕生会」 9:30～10:00 【要予約】
どなたでも参加できます。
●育児相談： 月、火、木、金曜日 13:30～15:30
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）

※今月の園庭開放はお休みです。

市バス「小山町」 徒歩2分 (中山駅 徒歩12分)

やまゆり中山保育園
中山1-22-22
TEL 934-3897

赤ちゃんの駅

●育児相談： 月～金曜日 10:00～16:00
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
●園庭開放： 18日（水） 10:00～11:00 （0～2歳児対象） （5組） 【要予約】
雨天中止

中山駅 徒歩1分

森の台保育園
台村町633-1
TEL 929-5552

赤ちゃんの駅

※車での来園はご遠慮ください。
●育児相談： 月～金曜日 10:00～16:00 (面談での相談は【要予約】、電話相談は随時)
●園庭開放： 10・24日(火) 10:30～11:00 雨天中止
・リトミック： 10日(火) 11:10～11:40
・読み聞かせ： 24日(火) 11:10～11:40
・身体測定： 18日(水） 10:30～11:00 ※看護師が測定を行います。

※上記いずれも【2週間前の13:00～予約受付】。持ち物：飲み物、ハンカチ等。
中山駅 徒歩12分

中山こども園
青砥町1130-1
TEL 936-0717

赤ちゃんの駅

●育児相談： 水曜日 10:00～12:00 【要予約】
※4日（水）はお休みです。
●園庭開放： 木曜日 10:00～11:00 【要予約】 雨天中止
※5日（木）はお休みです。
※飲み物は持参してください。着替えの用意もお願いします。
・27日（金）： 「おすもう大会」 9:30～11:30 （3～5歳児対象） 【要予約】

中山駅 徒歩10分

ｽﾀｰﾁｬｲﾙﾄﾞ≪中山ﾅｰｻﾘｰ≫
中山3-4-3
TEL 930-3175

中山駅 徒歩6分

●育児相談： 月曜日 9:30～12:00
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
●園庭開放： 6・13日（金） 9:30～11:30 【要予約】 雨天中止

中山地域

おひさますまいる保育園
中山3-4-1
TEL 482-6658

赤ちゃんの駅

●施設開放： 16日(月) 10:00～11:00 (0～2歳児対象) 【要予約】
※上記以外の日程も相談可能です。
●交流保育
16日（月）： パネルシアター「もったいないばあさん」 10:00～ 【要予約】
※上記いずれも1組につき保護者1名でお願いします。
※密を避けるため、3組程度とさせて頂きます。
※保護者の方はマスク着用をお願いします。

中山駅 徒歩5分

わらべうた中山保育園
中山5-1-24
TEL 938-4595

赤ちゃんの駅

※今月のイベントはお休みです。

中山駅 徒歩5分

にじいろ保育園中山
中山1-17-18
TEL 479-9437

●育児相談： 【要予約】 日時は予約時にご相談させていただきます。
●交流保育
12日（木）： 「お正月あそび」 10:00～10:50 （1～2歳児対象）
【要予約】 0歳も可。予約時にお知らせください。

中山駅 徒歩4分

鴨居地域

市立 鴨居保育園
（育児支援センター園）
鴨居1-3-19
赤ちゃんの駅
TEL 933-2101
育児支援専用TEL 933-2106

●育児相談： 月～金曜日 9:30～16:00 （面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
●施設開放： 【要予約】 ※スケジュールは変更することがあります。
月～金曜日
対 象
第二園庭(おやまひろば)
午
9:00～11:30
0歳～未就学児
前
園 庭 11:30～12:00

午
後

園
庭
12:30～14:30

0歳～未就学児

【予約方法】 電話での受付です。毎週月曜日から次週1週間分の予約を開始し、利用希望日の
前日まで受け付けます。一度に複数回の予約はできません。※当日空きがある場合は、9:00から
電話で受け付けを行います。 受付時間：月～金曜日 9:00～15:00 (土、日、祝日はお休み)
※ 支援室（こぐまルーム）はトイレ
修繕工事のため、12/13～3/2（予定）
までは園庭のみの開放です。
緑区の市立保育園では新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、
施設開放(園庭開放含む)・育児講座
は感染状況に応じ、予定変更や中
止となる場合があります。
子育てに関する相談はお電話で受
け付けています。
詳細は保育園までお問合せください。

鴨居駅 徒歩5分

※11日(水)の午前は施設開放はお休みです。
・11日(水）： 「園庭あそび」 11:00～ (1歳以上対象） （10組程度） 雨天中止
【要予約】 持ち物：タオル、飲み物等 ※汚れてもよい服装で参加ください。
●育児講座
今月の「鬼のお面製作」は製作キットをお渡しします。【電話又は開放時 要予約】
受付期間：12/26(月)～1/24(火)
お渡し期間：25日(水)～31日(火)
※受付・キットお渡しともに月～金曜9:00～15:00
《利用する時のお願い》
・保護者、お子さま、同居のご家族に発熱（37.5℃以上）や咳・くしゃみ・鼻水などの呼吸器症状や、体調不
良がある場合は利用をご遠慮ください。 ・発熱後は平熱になり24時間経ってからご利用下さい。
・利用する方は来園前に家での検温をお願いします。
・咳エチケットに準じ保護者にはマスクを着用するなどの対応をお願いします。
（利用時に、検温、体調確認、石鹸での手洗いをお願いします）
《おはなし会》 11:15～11:30
《身体測定》 希望の方は開放利用時に計測します。
《絵本貸出し》 開放利用時に貸し出します。絵本を入れる袋をご持参ください。
《誕生カード》誕生月にお渡ししています。(休止期間にお誕生日を迎えた方は開放利用時にお渡しします)

上記に関するお問合せ・申込みは、月～金曜日の9:00～16:00の間に育児支援専用電話（933-2106）へ

鴨居地域

たけやまの森保育園
竹山3-1-15
TEL 932-3032

●育児相談： 木曜日 9:30～12:00 （面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）

赤ちゃんの駅

※コロナ禍のため、園庭開放・イベントはお休みです。

市バス「竹山団地折返場」 徒歩3分
神奈中バス「竹山団地(終点)」徒歩3分

そよかぜ保育園
鴨居1-13-3
TEL 933-1231

鴨居駅 徒歩5分

鴨居こども園
鴨居3-2-10
ＴＥＬ 937-3553

鴨居駅 徒歩3分

福澤保育センター
東本郷4-25-14
TEL 472-1131

赤ちゃんの駅

鴨居駅 徒歩20分
市バス「みどり養護学校」 徒歩1分
市バス「東本郷町」 徒歩10分

さくらの郷みらい保育園
鴨居4-52-15（本園）
TEL 936-0039

鴨居駅 徒歩5分

上記に関するお問合せ・申込みは、月～金曜日の9:00～16:00の間にお願いします。

●育児相談： 月～金曜日 10:00～16:00
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
●園庭開放： 12・26日（木） 10:00～11:00 雨天中止 【要予約】
※汚れてもいい服装でお越しください。着替え・帽子・飲み物等は持参してください。
●育児講座
26日（木）： 「体を使ってあそぼう③」 10:00～11:00 【要予約】
※着替え・帽子・飲み物等は持参してください。
・20日（金）： 地域交流「わらべうたと園庭であそぼう」 10:00～11:00 【要予約】

●育児相談： 不定期(お電話ください)
●園庭開放： 13日(金) 10:00～11:30 雨天中止

●育児相談： 面談での相談は【要予約】月～金曜日 ①10:30～ ②11:30～ ③15:00～ 1日3組

※相談中の一時保育あり。（1時間 乳児300円、幼児160円）
電話相談は随時 月～金曜日 10:00～16:00

●交流保育
12日（木）： 10:00～給食前まで （0～2歳児対象） 【要予約】
※お子さん1人につき、保育者1名で参加をお願いします。
※きょうだいの一時保育あり。（1時間乳児300円、幼児160円）
※給食・離乳食なし
●育児相談： 月～金曜日 10:00～15:00
（面談での相談は【要予約】、電話相談は随時）
●園庭開放： 25日(水) 10:00～11:00 【要予約】 雨天中止
※飲み物、着替え、タオル、帽子をご持参ください。
・身体測定「おおきくなったかな？」： 25日(水)の園庭開放中に実施
※密を避ける為、3組までとさせていただきます。

鴨居地域
ｽﾀｰﾁｬｲﾙﾄﾞ≪鴨居ﾅｰｻﾘｰ≫
鴨居1-9-14 MMP鴨居4F
ＴＥＬ 933-7350
※今月のイベントはお休みです。

鴨居駅 徒歩2分

太陽の子鴨居駅前保育園
鴨居1-16ｰ14 1F
ＴＥＬ 938-4520

赤ちゃんの駅

●交流保育
24日（火）： 「ふぁんばりん体験（英語にふれる）」 9:45～ 【要予約】
外国人の先生による英語あそびです。（年齢別10～15分程）

鴨居駅 徒歩2分

東幼稚園

●育児相談：木曜日 10:00～12:00 ※５日（木）はお休みです。
(面談での相談は【要予約】、電話相談は随時)
●園庭開放： 7日（土） 10:00～12:00 雨天中止
●乳幼児開放(未就園児対象の園庭開放)： 月・水曜日 ※４日(水)はお休みです。
14:00～16:00 雨天中止

鴨居3-13-6
TEL 931-2795

鴨居駅 徒歩5分

エコなポチ袋を作ってみよう！
紙バッグや包装紙を使ってポチ袋を手作りしてみませんか？
一辺が15センチ程の正方形があれば簡単に作れますよ。
材料：包装紙や紙バック、のり、はさみ、シールやハンコ など

作り方
１．使用するペーパーの裏側に、
型を下書きし、カットします。

展開図

2．左右を折って、（4.5㎝の広い側を下）のりで貼り
合わせます。下側も折って、貼ればポチ袋が完成
です!

既存のポチ袋を展開して、型紙にしてもいいですね。いくつも作る場合は、空き箱などで型紙を
作っておくと便利ですよ。お好みでシールやハンコ、イラストなどでデコレーションしてみてください。
緑区役所、長津田・十日市場・中山・白山地区センター､長津田・十日市場・霧が丘・山下・中山・鴨居・東本郷地域ケアプラザ､いぶき野小学
校・森の台小学校・竹山小学校・東本郷小学校コミュニティハウス､山下地域交流センター､みどりーむ､緑スポーツセンター、横浜アンパンマン
こどもミュージアム、ながつたパオパオ、はなまる、みらいポケット、いっぽ、当カレンダー掲載園
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