
● ICカード 【紛失時のみ】         1,000 円 

● 夕食代 ※1 時間延長時希望者のみ     400 円／食 

● 延長保育料 【発生時のみ】 

※別途紛失時や希望者のみかかるものがございます 

 

「園目標」 

・こころもからだも元気な子ども 

・じぶんで考え、すすんで行動する子ども 

・こころゆたかで、やさしさとおもいやりのある子ども 

 

アスク芝公園保育園は、ビルに囲まれた都会の真ん中にある保育園ですが、隣

には児童遊園があり、また近くには芝公園があり、 

晴れた日には外遊びを存分に楽しんでいます。屋上には簡易プールがあり、夏

には水遊びを楽しんでいます。 

 

 

《0・1 歳児クラス》 

・紙おむつ  適量 ・おしりふき １～２個 ・下着シャツ、ズボン、上着 各３枚 

・靴下 １足 ・バスタオル 2 枚  ・汚物入れ ２枚程度 

 

《2 歳児クラス》 

・紙おむつ・おしりふき 必要分、適量 ・トレーニングパンツ 必要数  

・下着シャツ、ズボン、上着 各３枚 ・靴下 １足 ・バスタオル １枚 ・汚物入れ ２枚程度 

 

《３歳～５歳児クラス》 

・下着シャツ、ズボン、上着 各３枚 ・靴下 １足 

・バスタオル １枚 ・汚れ物入れ ２枚程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.オムツは園で破棄してくれるの？ 

 A.園で出た紙おむつのゴミは園で破棄いたします。おもらしをしてしまった衣服や嘔吐がかかって 

しまった衣服は感染予防の観点から洗わずにお持ち帰りしていただいております 

Q.熱がある場合のお迎えのタイミングは？ 

 A.園で熱が上がってしまった場合、新型コロナウイルスの感染が終息するまでは、37.5℃でお迎えを 

お願いしております。また、発熱で降園された場合は 24 時間経過してからの登園をお願いして 

おります。熱がなくとも下痢や嘔吐を繰り返している場合、いつもと様子が違う場合はお迎えを 

お願いする場合がございます。 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

持ち物について 

よくあるご質問 

主に集金させていただくもの 
アスク芝公園保育園 

 



 

 子ども参加の行事 保護者参加の行事 

4 月  入園・進級式 

クラス懇談会 

5 月 定期健康診断、遠足  

6 月 定期歯科検診 個人面談 

７月 水遊び開始、七夕会 夏祭り 

８月 水遊び納め 

夕涼み会（５歳児） 

 

９月 敬老の日、遠足  

10 月 定期歯科検診 

ハロウィンパーティー 

運動会 

11 月 定期健康診断 親子レクリエーション 

12 月  クリスマス会 

生活発表会 

１月 お正月会 個人面談 

2 月 節分会 作品展 

3 月 ひなまつり会 

お別れ遠足（５歳） 

卒園式 
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 子ども参加の行事 保護者参加の行事  子ども参加の行事 保護者参加の行事  子ども参加の行事 保護者参加の行事 

1 歳児クラス 

2・3 歳児クラス 

     

４～５歳児ままごとコーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１）住所 〒105-0014 東京都港区芝 2-12-16 

▶芝公園駅から徒歩 4 分  

（２）電話番号 03-5439-9398 

（３）対象年齢 生後５７日～就学前児童 

（４）入所定員 60 名（2021 年度に限る） 

年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

定員 6 10 10 11 11 12 

 

（５）開所時間 

《標準時間》基本保育時間  月曜から土曜 7:15～18:15 

      延長保育時間  月曜から土曜 18：16～20：15 

《短時間》 基本保育時間  月曜から土曜 9：00～17：00 

 

（６）保育事業内容 

月極保育、延長保育 

 

 

 

 

 

保育園の概要 

園内の様子 

主活動 

・晴れた日…天気のよい日はお散歩に出かけ

ます。また、English Play Time（英語保育）

や幼児教室プログラムなどで楽しい時間を 

過ごします。※夏場は暑さ指数が31℃を超え

た場合は戸外での活動を中止しています。 

・雨の日…製作・マット運動・ボール遊び、先

生たちの手作り玩具など動と静のバランスを

大切にしています。 

一日の様子 

園ブログや詳細情報・

地図は HP をチェック 

 

行事について 

 

行事写真 

この他にも、保育参観や体験保育な

ど、さまざまな園行事を行っていま

す。また、季節の折りには、日本古

来の物や自然物にも触れ、子どもた

ちが体験できる行事を 

取り入れています。 

◀食農活動の様子

子どもたちが野菜

や果物を育て、収穫

し、食べています！ 

▶ハロウィンの様子 

英語の先生とパーティー

をします記念にフレーム

で一枚！。 

絵本コーナー 

 

 


