うたのご紹介
- 歌は、お子さまの感受性を育み、コミュニケーション能力を養います -

キッズスクウェアや教室でお伝えしている歌をご紹介しております。挨拶の歌、季節の歌、手遊び歌など･･･
お子さまがきっと口ずさんでいらっしゃると思いますので、ご家庭でもご一緒にお楽しみください。

《 １月のうた 》
年末年始は、家族みんなが一緒に過ごせる貴重な時間。新鮮な気持ちで新年を迎えるため、日頃できないことを、一緒
にしてみてはいかがでしょう。例えば「大掃除」、日ごろのお掃除で十分かもしれませんし、業者さんにお願いする方も年々増
えているようです。子どもが手伝うと、時間と手間がかかることは否めません。でも、一部の場所だけでも、一緒にしてみては
いかがでしょうか。
例えば、拭き掃除。家族みんなで、「きれいにしよう！」という目標をもって一緒に働きます。雑巾の絞り方や、どの順番で
掃除したら早くきれいになるのか、隅から隅まで掃除する・・・というようなことを、教えてあげる良い機会になりますし、お子さま
にとっては生活体験を深める機会になります。
また、「○○をやってくれたから、助かったわ」という言葉などをかけてあげることで、お子さまも「みんなの役に立っている！」
「パパやママに褒められた！」という誇らしい気持ちになるでしょう。
一緒に「旅行に行った」「おいしいものを食べた」というお楽しみももちろん良いですが、それ以上に「一緒に仕事をした・共同
作業をした」ことの方が、家族の一員であるという連帯感を感じられるものです。
「一緒に過ごす」ことの意味を、今一度、見直してみてはいかがでしょうか。
来年もお子さまたちの笑顔がますます輝くよう、スタッフ一同努めるとともに、
新しい年が皆様にとりまして素晴らしい一年になりますように、お祈り申し上げます。

ごあんない
●年末年始のお知らせ
○受付センター
12 月 28 日（水）～1 月 3 日（火）の期間はお休みを頂戴いたします。
１月 4 日（水）から通常営業いたします。
★各センターの休業日については、キッズスクウェア欄をご覧ください。
★ベビーシッターサービスのご予約・変更・キャンセルについては、
アルファ・キッズ・クラブ欄をご覧ください。

受付センター
TEL 0120-086-720
FAX 03-5772-1224
月～金 9:30-17:30
土・日・祝休業
年末年始休業日
12/28～1/3

○ご利用料金 （ベビーシッター及び一部のキッズスクウェア）
12 月 29 日（木）～１月 3 日（火）の期間につきましては、年末年始の割増料金となり、通常の 25％割増となります。
ご了承くださいませ。
●セミナーのご案内
会員様以外もご受講可能、是非お友だちもお誘いあわせの上ご参加ください。
【関東】 「幼稚園入園に向けて」 1 月 14 日 キッズスクウェア六本木ヒルズにて
「幼稚園受験とは」 2 月 4 日 キッズスクウェア六本木ヒルズにて
【関西】 「家庭での子育てのあり方について」 2 月 15 日 ハービス PLAZA6 階会議室にて
～詳細は、幼児教室欄にございます。～

「たこのうた」

「雪のペンキやさん」

いっしょに子育て

《お正月遊び》
お正月の遊びといえば、凧あげ、こま、羽根つき・・・
伝統的なものがあります。遊びを通して知恵や
発達を促すものが多く、日本人としては今後も
伝承していきたいものです。
羽根つき・・・1 年の厄をはね、子どもの健やかな
成長を願うものです。
凧あげ・・・「立春の季に空に向くは養生の一つ」
と言われ、年初めの遊びとなりました。

2011 年度のテーマ 【食育】
～心の発達・人格形成は食育から～

【御節(おせち)料理の意味】
伊達巻／巻物(書物)に似た形から、知識が増えることを願う縁起物。
昆布巻き／「よろこぶ」の語呂合わせ。
紅白なます／お祝いの水引をかたどったもの。
黒豆／元気に「まめに」働けますように。
栗金団(くりきんとん)／「金団」とは黄金の団子という意味。見た目の色合いが豪華で金塊のように見える。
田作り／カタクチイワシの子どもを干したもの。 五穀豊穣を願い、小魚を田畑に肥料としてまいたことから名づけられ
た田作り。関東でも関西でも祝い肴 3 品の 1 品です。
えび／ゆでたり焼いたりすると、えびの背が丸くなることから、腰が曲がるまで長生きできますようにという願い。
数の子／ニシンの卵。二親(にしん)から多くの子が出るので子孫繁栄や幸多きことを願う縁起物。

ほけんだより
【マイコプラズマ肺炎】
今年、例年になく大流行をしているマイコプラズマ肺炎は、大人から子どもまでがかかる病気です。
症状は咳が強く、熱も出ることが多いのですが、ときに微熱程度のこともあります。飛沫感染をしますので、うがい、
手洗いが一番の予防法です。
【家庭で気をつけること】
① 食欲がない場合は、水分や本人のすきなものを与えましょう。
② 熱もなく、元気があれば入浴はかまいません。
【保育所・学校など】
熱が下がって、咳もよくなり、主治医の許可があれば行ってもよいです。
【こんなときはもう一度診察を】
高熱がつづき、咳き込みがひどく、元気がなくなってきたとき。
医歯薬出版株式会社「子どもの病気ホームケアガイド第 3 版」より

幼児教室 (創造体験学習教室)

キッズ スクウェア 『デイケア・一時預かりサービス』のご紹介

●２０１２年
２０１２年 セミナーのご案内
【関東】
｢幼稚園入園に向けて｣～春から幼稚園入園の皆様へ～

「幼稚園受験とは」～幼稚園受験をお考えの皆さまへ～

日 時： 2012 年 1 月 14 日（土） 11：00～12：00
会 場： キッズスクウェア 六本木ヒルズ クラスルーム

日 時： 2012 年 2 月 4 日（土） 11：00～12：00
会 場： キッズスクウェア 六本木ヒルズ クラスルーム

【関西】 「家庭での子育てのあり方」について
日 時： 2012 年 2 月 15 日（水） 10：40～11：40
会 場： ハービス PLAZA6 階 会議室

キッズ スクウェアでは教育の 5 領域「健康・人間関係・環境・言語・
表現」を踏まえてプログラムを設定しています。

●年末年始の営業日・予約方法

お申込は・・・
申込書にご記入の上、FAX またはキッズスクウェアにお持ち
ください。託児もご予約可能です。（申込書は、各キッズ
スクウェアにございます。HP からもダウンロード可能です。）

受付センター
ハービス OSAKA

京都ホテル
オークラ店

帝国ホテル大阪

12/29(木)～1/3(火)はご利用料金が ２５％割増 となります。（銀座三越を除く）
永田町
12/28(水)～1/3(火) 休業
12/29(木)～1/3(火) 休業
1/1(祝) 休業
パンパシフィック横浜
12/29(木)～1/3(火)は 12:00～17:00
12/29(木)～1/3(火)は 12/25（日）までに ベイホテル東急
で営業しております。
予約を頂いた日時のみ開設いたします。
東京ドームホテル
12/29(木)～1/3(火)は 11:00～17:00
で営業しております。
12/29(木)～1/3(火)は 12/26（月）までに
丸の内東京ビル
予約を頂いた日時のみ開設いたします。
12/29(木)～1/3(火) 休業
日本橋室町

ＪＲ長岡京
12/29(木)～1/3（火） 休業

●プレスクール
プレスクール 1 月
1 月の目標
総合Ⅰ ：

冬 考えたり 試したりする楽しさを味わいましょう。
スモックをたたんでみましょう。
身の回りのものや、お正月に関する名称。
総合Ⅱ ： 整理 管理 片付けの徹底
お話の記憶・常識・数の一致
思ったことや経験したことを言葉で表現してみましょう。
Ｅｎｇｌｉｓｈ ： 『Body Parts』 (関西)
『New Year』 (関東)

福岡天神南

12/29(木)～1/3(火)は 12/22（木）までに
予約を頂いた日時のみ開設いたします。

さいたまスーパー
アリーナ
銀座三越

12/28( 水) ～ 1/4( 水 ) の ご 予約 は
12/20（火）までにお願いします。
1/1(祝) 休業

≪ １月のうた ≫
六本木ヒルズ

有明セントラルタワー
12/31(土)～1/2(月) 休業

♪ 雪のこぼうず
♪ たこのうた
♪ 雪のペンキやさん

ベビーシッター 『アルファ・キッズ・クラブ』

【年末・年始のお知らせ】（再掲）
○受付センター
12 月 28 日（水）～1 月 3 日（火）の期間はお休みを頂戴いたします。
ご予約・キャンセルにつきましては下記の通りお願いいたします。
12 月 28 日（水）～1 月 4 日（水）のご予約・キャンセルは 12 月 26 日（月）までにお願いいたします。
1 月 5 日（木）のご予約キャンセルは 12 月 27 日（火）までにお願いいたします。
以降のご予約・キャンセルの場合、所定の手数料を申し受けます。
ご了承くださいませ。

アークヒルズ

12/30（金）～1/3（火）休業
12/28（水）29（木）1/4（水）のご予約
は 12/27（火）までにお願いします。

12/29(木)～1/3(火)は予約を頂いた日
時のみ開設いたします。

<1 月のキッズスクウェア>
●冬を知る…ゆき・しもばしら・こおり・こたつ・みかん・ゆきだるま・かまくら・てぶくろ・マフラー
たくさんの『冬』をみつけて、名前を確認してみましょう。
●生活習慣･･･着替え、服をたたむ、手洗い、うがい、食事のマナー、箸の使い方、あいさつなど、
年度のまとめの時期に入ります。生活習慣がきちんと身についているかを確認してみましょう。

デイケア・教室の変更届けは、前月
前月 10 日 17:00 （10 日が土日祝日の場合は前営業日）が締切です。
締切日を過ぎてのお申し出は翌々月からの適用となりますのでご注意下さい。

株式会社アルファコーポレーション
京都本社 ：
東京本部 ：
大阪営業所：
福岡営業所：

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227
東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー6F
大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス PLAZA 5F
福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル北館 2F
受付フリーダイヤル 01200120-086086-720 (平日 9:30～17:30)

○ご利用料金
12 月 29 日（木）～１月3 日（火）の期間につきましては、年末年始の割増料金となり、通常の 25％割増となりま
す。ご了承くださいませ。

URL：
URL：www.alphawww.alpha-co.com

【寒くなってまいりました】
】
○風邪などの病時もベビーシッターを承らせていただきます。ただし、マスク等を着用して対応させていただくこともござい
ますので、ご了承ください。
○保育園等のお迎え時に、コートなどの持ち物が増えてくる季節です。持ち帰りするものが普段と違う時には、事前に
お知らせください。

【東京】

e-mail: akcyoyaku@alphaakcyoyaku@alpha-co.com

六本木ヒルズ ・ アークヒルズ ・ 東京ドームホテル ・ 丸の内東京ビル（東京都認証保育所）
永田町（東京都認証保育所） ・ 銀座三越 ・ 有明セントラルタワー

【横浜】

パンパシフィック横浜ベイホテル東急

【埼玉】

さいたまスーパーアリーナ

【京都】

京都ホテルオークラ店 ・ JR 長岡京

【大阪】

帝国ホテル大阪 ・ ハービス OSAKA

【福岡】

福岡天神南

