
 あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

【事前登録】

 ✻

 ✻

 ✻

 ✻

 ✻

【実 施

【実施時間】

【保育料金】１時間５００円

【その他】

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 《注》食事代・おやつ代は別途かかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時保育室

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

【対象児童】

【事前登録】

✻希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

できません。登録後に予約を受け付けます。

✻保育の都合上、

す。 

✻登録の際に母子手帳、保険証、

✻面談をさせていただきますので、

✻予防接種、既往歴などの把握のため

年度が変わりましたら、更新手続きをしてください。

実 施 日】

【実施時間】

【保育料金】１時間５００円

【その他】 

＊保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

＊お子さんが発熱や感染症の病気、または

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

あります。その場合、お預かりした保育料

＊薬はお預かりしていません。

＊食物アレルギーのあるお子さん

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。

＊裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

《注》食事代・おやつ代は別途かかります。

社会福祉法人敬仁会

足立区東綾瀬３－９－１

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

ります。４

＊

あなたの子育て応援します！

一時保育室

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

対象児童】足立区

【事前登録】利用に当たっては、

必要です。

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

できません。登録後に予約を受け付けます。

保育の都合上、登録時間は

登録の際に母子手帳、保険証、

面談をさせていただきますので、

予防接種、既往歴などの把握のため

年度が変わりましたら、更新手続きをしてください。

】日祝祭日、年末年始（１２

【実施時間】８：３０～１７：３０

【保育料金】１時間５００円

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

お子さんが発熱や感染症の病気、または

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

あります。その場合、お預かりした保育料

薬はお預かりしていません。

食物アレルギーのあるお子さん

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

《注》食事代・おやつ代は別途かかります。

社会福祉法人敬仁会

足立区東綾瀬３－９－１

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

ります。４/２・７

あなたの子育て応援します！

一時保育室にこにこルーム

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

足立区居住

利用に当たっては、

必要です。 

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

できません。登録後に予約を受け付けます。

登録時間は

登録の際に母子手帳、保険証、

面談をさせていただきますので、

予防接種、既往歴などの把握のため

年度が変わりましたら、更新手続きをしてください。

日祝祭日、年末年始（１２

８：３０～１７：３０

【保育料金】１時間５００円（時間によって給食代２７０円

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

お子さんが発熱や感染症の病気、または

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

あります。その場合、お預かりした保育料

薬はお預かりしていません。

食物アレルギーのあるお子さん

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

《注》食事代・おやつ代は別途かかります。

社会福祉法人敬仁会あやせババール園

足立区東綾瀬３－９－１ 

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

２・７/２・９

あなたの子育て応援します！

にこにこルーム

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

住６か月以上～就学前

利用に当たっては、事前登録（生後６か月以降が対象）

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

できません。登録後に予約を受け付けます。

登録時間は１４：００

登録の際に母子手帳、保険証、○乳 医療証を持参してください。

面談をさせていただきますので、お子さんと一緒にお越しください。

予防接種、既往歴などの把握のため登録は一年更新（４月～翌年３

年度が変わりましたら、更新手続きをしてください。

日祝祭日、年末年始（１２/31

８：３０～１７：３０

（時間によって給食代２７０円

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

お子さんが発熱や感染症の病気、または

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

あります。その場合、お預かりした保育料

薬はお預かりしていません。 

食物アレルギーのあるお子さんは、弁当持参になります。ただし、「医師の指示のもと、

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

《注》食事代・おやつ代は別途かかります。

あやせババール園

 

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

２・９/３・１２

あなたの子育て応援します！

にこにこルーム

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

６か月以上～就学前

事前登録（生後６か月以降が対象）

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

できません。登録後に予約を受け付けます。 

１４：００

医療証を持参してください。

お子さんと一緒にお越しください。

登録は一年更新（４月～翌年３

年度が変わりましたら、更新手続きをしてください。

/31～１/3）を除く

８：３０～１７：３０ 

（時間によって給食代２７０円

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

お子さんが発熱や感染症の病気、または体調不良の場合はお預かりできません。また、

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

あります。その場合、お預かりした保育料は時間単位でお返しします。

は、弁当持参になります。ただし、「医師の指示のもと、

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

《注》食事代・おやつ代は別途かかります。当日必ず裁判所からの通知をご提示ください。

あやせババール園 一時保育室

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

３・１２/３・１

あなたの子育て応援します！

にこにこルーム「

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

６か月以上～就学前

事前登録（生後６か月以降が対象）

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

１４：００時頃から

医療証を持参してください。

お子さんと一緒にお越しください。

登録は一年更新（４月～翌年３

年度が変わりましたら、更新手続きをしてください。 

）を除く(月

（時間によって給食代２７０円 おやつ

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

体調不良の場合はお預かりできません。また、

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

は時間単位でお返しします。

は、弁当持参になります。ただし、「医師の指示のもと、

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

当日必ず裁判所からの通知をご提示ください。

一時保育室にこにこルーム

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

・１/４になります。

あなたの子育て応援します！

」ご案内

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。

６か月以上～就学前のお子さん

事前登録（生後６か月以降が対象）

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

時頃からになり、１時間ほどかかりま

医療証を持参してください。 

お子さんと一緒にお越しください。

登録は一年更新（４月～翌年３月まで）

月)～(金

おやつ代５４円がかかります

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

体調不良の場合はお預かりできません。また、

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

は時間単位でお返しします。

は、弁当持参になります。ただし、「医師の指示のもと、

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

食を提供します。ご利用の際に必ずその書類をご提示ください。 

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

当日必ず裁判所からの通知をご提示ください。

にこにこルーム

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

４になります。 

あなたの子育て応援します！ 

」ご案内

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

さんをお預かりし、乳幼児の健全な育成、保護者の子育てを支援します。 

のお子さん 

事前登録（生後６か月以降が対象）

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

になり、１時間ほどかかりま

お子さんと一緒にお越しください。 

月まで）となります。

金) 

５４円がかかります

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。

体調不良の場合はお預かりできません。また、

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

は時間単位でお返しします。 

は、弁当持参になります。ただし、「医師の指示のもと、

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。

当日必ず裁判所からの通知をご提示ください。

にこにこルーム

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

」ご案内 

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

事前登録（生後６か月以降が対象）が 

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは

になり、１時間ほどかかりま

となります。

５４円がかかります）

保育中のお子さんのけがや事故については、保育園負担で保険に加入しています。 

体調不良の場合はお預かりできません。また、 

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが

は、弁当持参になります。ただし、「医師の指示のもと、 

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去

裁判員に選ばれた方は無料でご利用できます。予約の際必ずその旨お知らせください。 

当日必ず裁判所からの通知をご提示ください。

＊ただし、１日が（土・日・祝日）の場合、翌月の予約に限り休日明けの平日になり

ます。「平成３０年度は、４月・７月・９月・１２月・１月が土・日・祝日に当た

あやせババール園一時保育室「ぱんだ」では、一時的に育児をすることが困難な保護者のお子

 

希望する登録の日程についてはお問い合わせください。なお、利用当日に登録することは 

になり、１時間ほどかかりま

となります。 

） 

保育中に急な発熱等体調が急変した場合は、保育終了時間前でもお迎えをお願いすることが 

 

除去食を行っている」ことを証明する書類等が確認できた場合に限り、アレルギー対応除去 

当日必ず裁判所からの通知をご提示ください。 



 

【受け付け手順】 

① 一時保育申込書記入 

② 料金の支払い      

③ 緊急連絡先確認 

④ その他確認事項 

 
 ＊最初は受付終了までに５分ほどかかりますので、多少時間に余裕を持っておいでください。 

 

【お願い】 

 ＊お迎えの方が変わる、保育時間を延長するなどの場合は、必ず連絡を入れてください。 

  （時間延長の場合は延長料金が発生します） 

 ＊「予定が変更になった」「お子さんの体調が悪くなった」などでキャンセルする場合は、午前

８時３０分～９時までに連絡してください。キャンセル待ちの方に連絡をします） 

 

【持ち物の準備】持ち物すべてに“なまえ”を記入してください‼ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通案内】 

＊①東京メトロ千代田線「綾瀬」駅より、バスで 「東綾瀬団地」バス停まで9分、下車後徒歩2分 

②東京メトロ千代田線「綾瀬」駅より、徒歩約15分③東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅より、徒歩約10分 

※車送迎も可能です。事前登録お願いします。 

※料金は、前払いです。料金は、１時間５００円で、お預かり

する時間に応じて給食代２７０円、おやつ代５４円別途かかり

ます。おつりのないようにご用意ください。 

 

 

お預かり時に「お迎えの時間は？」「お迎えの人は？」「今日の健康状

態は？」「普段のお子さんの様子で変わりないですか？」などお聞き

しています。 

東綾瀬３－９－１ 

５６１３－８８５１ 


