
 

 

 

府中市子ども家庭部保育支援課発行  ２０２２.１２  №７０ 

■私立幼稚園未就園児保育実施施設一覧と園庭開放 

幼稚園名 名称 対象 時間・回数 料金 内容 備考 園庭開放 

明星 

幼稚園 

ひよこクラス 未就園児と保護者 13:30～15:00(年 7回) 
毎回保険料一人

50円のみ 

園庭開放、コーナー遊び(制作、ゲーム)、お楽しみ

(人形劇、紙芝居等)、星まつり、運動会 

ホームページにてお申込みくだ

さい(親子の上履きが必要)。 

 ぴよぴよクラスⅠ 1歳児と保護者  1回 1,000円  詳細はホームページをご覧ください。 

ぴよぴよクラスⅡ 
2歳児(入園前の一年間) 

と保護者 
 月額 8,000円  詳細はホームページをご覧ください。 

府中文化 

幼稚園 

ちゅーりっぷ教室 2歳～3歳児(保護者同伴) 
○月又は○火 10:10～11:00 

週１回 4月～9月 

入会金 3,000円 

月額 4,000円 

工作・音楽あそび、体操あそび、プールあそびなど。 

入園準備クラスです。 
http://www.fuchu-bunka.jp参照 

 

虹 
2･3歳児とその親 

(要予約) 

○土 10:00～10:30、4 月～8

月第 4土曜日、9月第 1土

曜日(年間 6回) 

無料 親子で歌、体操、手遊び、マジック、工作 http://www.fuchu-bunka.jp参照 

府中白百合

幼稚園 
しらゆりチェリークラブ 満 2歳児(保護者同伴) 

○水 9:45～10:45(青組) 

11:10～12:10(もも組) 

○木 9:45～10:45(きいろ組) 

（年間 20回） 

月額 3,000円 

10回集金 

入会金なし 

お友達と先生と共に楽しくリズム遊びや製作活動を

行います。これらのプログラムを通して園生活の基

礎をつくります。 

  

府中つくし 

幼稚園 
おあそび会 2･3歳児 

○水 13:45～14:45 

(月 1回不定期) 
無料 

少人数のクラスをつくり、保護者から離れて室内で

遊んだり、お庭で遊んだりします。幼稚園に来て先

生やお友達と遊ぶ経験を重ねて集団遊びに慣れて

ほしいと思います。 

  

府中白百合

第二幼稚園 

幼児教室ぺんぎん 2歳児(保護者同伴) 

○火 ・○木 ・○金  

10:00～11:00又は 

11:20～12:20(月 2回) 

月額 3,000円 

お友だちと楽しみながら様々な体験を積み、自分で

できることを増やしながら、無理なく幼稚園入園を迎

えるための入園準備教室  

○土 9:00～12:00(月１回 )/就

園前のお子様とその保護

者/無料/園庭遊具や砂場

で自由に遊ぶ/当日直接幼

稚園へ。 
親子体操教室らっこ 2歳児(保護者同伴) 

○土 10:00～10:50、 

11:00～11:50（月 1回） 
月額 1,500円 子どもが工夫して興味をもって自発的に遊ぶ。 

府中新町 

幼稚園 
ももちゃん教室 2歳児(保護者同伴) 

○木①9:45～10:45 

②11:00～12:00 

(年 30回) 

月額 5,000円    

北山 

幼稚園 
たまご教室 2･3歳児(保護者同伴) 

○木 ・○土  

9:40～10:30、 

10:50～11:40 

(月 3回) 

月額 3,300円 

入会金 5,500円 

モンテッソーリ教育の実践（挨拶、物の受け渡し、ボ

タンかけ、紐通し、シール貼りなど実生活に即した教

具や、大きさ、長さ、太さなどの感覚教具を使い、自

分自身と他者への配慮を学びます。） 

 

○土 9:00～17:00（第 3 土曜

日)/0歳～就学前の乳幼児

とその保護者/無料/園庭

で遊ぶ/要事前問合せ 

三光 

幼稚園 
つぼみ組 入園前の 2歳児 

10:00～11:00 

(年 10 回不定期) 
登録料 3,000円 保育見学、手遊び、紙芝居、リズム遊び 

要電話予約、当日参加 10 名募

集（詳細はホームページにて） 
 

府中ひばり

幼稚園 

ピータンプレイルーム 2歳児(保護者同伴) 
10:30～11:30 

(月 1、2回で年間 18回) 

3回分 4,500円 

入会金 6,000円 

絵画、リズム、体操遊び、紙芝居などを親子で楽し

みながら。まずは、小さな集団に慣れることから始ま

ります。 

 

 

プチプレイルーム 1歳児(保護者同伴)    
開催日時、費用等詳細はホームペー

ジかお電話でご確認ください。 

令和４年度、府中市内には私立幼稚園が１７園ありますが、未就園児保育 

については、内容や募集・開始時期などが施設により異なっています。 

次の一覧は、令和４年度版子育てのたまて箱から一部を抜粋して各施設の情

報を紹介するために作成したものです。 

未就園児保育は、幼稚園選びをする際の貴重な体験ができる機会となります

ので、各施設のホームページをご覧いただき、直接施設にお問合せください。 

保育コンシェルジュ号 

http://www.fuchu-bunka.jp/
http://www.fuchu-bunka.jp/


幼稚園名 名称 対象 時間・回数 料金 内容 備考 園庭開放 

府中白糸台

幼稚園 

おあそびサークルひま

わりぐみ 

1・2・3歳児 

(初回のみ保護者同伴可) 

○水 ・○木 ・○金  

9:00～12:00 

(週 1・2回） 

月額 11,000 円～

19,500円 

入園料 10,500円 

園内「ひまわり組」専用教室で専属教諭が様々な遊

び 
 

 

En-joy Room 未就園児  無料 親子体験教室、園庭開放 ホームページか電話で問合せ 

府中わかば

幼稚園 

土曜キッズガーデン 2歳児(保護者同伴) 
○土  

10:00～11:00(年間 6回) 
登録制、無料 

親子で歌、手遊び、お絵かき、親子の遊び場、交流

の場 

 

○土 12:00～15:30/0 歳～就

学前の乳幼児とその保護

者/無料/園庭遊具や砂場

で自由に遊ぶ/当日直接幼

稚園へ。 
めだかクラブ 2歳児(4月 1日現在) 

10:30～11:30 

(週 1回。年間 25回) 

前期保育料 

6 か月 10,000 円

(保育時間により

変動) 

別途入会金 

10,000円 

集団生活、生活習慣等を遊びながらゆっくり学んで

いく。 

武蔵野学園

ひまわり 

幼稚園 

おひさまのへや 0歳～ 

○月～○金  

9:30～11:30（週 1～2 回

9:30～12:30） 

施設利用料 

500円 

0～2 歳児向けの絵本や木製玩具で遊びながらゆっ

たり過ごします。 
詳細はホームページ 

○土 9:15～11:00/就園前の

お子様とその保護者/200

円(保険、おやつ代)/園庭

や保育室で親子で遊ぶ/実

施日の前日の午後 3時まで

に要電話予約 

タンポポの会 2歳・3歳児 
○木 9:30～11:30 

（8月を除く。月 1回） 

施設利用料 

500円 

粘土や絵の具いじり等、毎回企画を変えてのんびり

楽しみます。 
詳細はホームページ 

府中おともだ

ち幼稚園 
幼児ルーム お問合せください。 

府中天神町

幼稚園 
キッズルーム 2歳児(保護者同伴) ○水 10:00～11:00 無料 

親子のスキンシップや音楽に合わせて動き、いろい

ろなことにチャレンジし、明るく楽しく元気よくやりま

す。 

  

府中あおい

幼稚園 
なかよし幼児サークル 2歳児 

毎週○水  

9:15～10:15（りんご組） 

10：30～11：30（ことり組） 

12：20～13：20（こぐま組） 

月額 5,000円 

入会金 5,000円 

基本的な生活習慣を身に付け、楽しく音楽を聴いた

り表現し、お友だちと様々な活動を通じて豊かな感

性や想像力を養う。 

 

○土 10:00～11:00（第 1、3 土

曜日)/0歳～就学前の乳幼

児とその保護者/無料/幼

児室、園庭遊具、砂場など

で自由に遊ぶ/前日午後 4

時までに要事前問合せ 

府中佼成 

幼稚園 
おひさまクラブ 2歳児(保護者同伴) 

月 1 回の水曜日 

13:00～14:00 

(年間 9回) 

無料 

園庭あそび、簡単製作、リズムあそび、歌、紙芝居な

ど、先生たちと一緒に楽しく幼稚園ごっごで集団に

親しんでいく。 

  

あおい第一

幼稚園 

さくらんぼクラブ 1歳～ 不定期月 1回程度 登録無料 

園庭開放や参加していただける園の行事やお遊び

会についてのお知らせを、毎月手紙またはメールで

お知らせします。また、5 月～月 1 回親子で遊んで

いただける会を設けています。 
 

毎月 6 日～27 日の 9:00～

11:25（雨天中止）/1歳～就

園前の乳幼児とその保護

者/園内で在園の子どもた

ちの遊びに参加して自由に

遊ぶ/要予約、直接幼稚園

へ。 

さくらんぼプレスクール 満 2歳児 
○水 10:00～12:00 

(1時間ずつ 2 クラス) 

登録制 

毎週水曜日 

入会金 5,000円 

月謝 4,000円 

音楽、造形などの活動を通して園生活の基礎を身

に付ける。 

 
保育コンシェルジュが、保育サービスの情報提供をしています。 

お気軽にご相談ください。 
相談日時：月曜日～金曜日（土日祝日を除く。）午前９時～正午、午後１時～午後４時 

場所：府中市役所東庁舎５階保育支援課  電話 042（335）4172 

（注）不在の場合や、他の方の対応等でお待ちいただく場合があります。 

 

 

 

 


