- 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 –

今月のうた

ｈ
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、ご家庭でもご一緒にお楽しみください。

【１月の歌 】
クリスマスの歌や色鮮やかな飾りにあふれた町並み、お子さまにとっては楽しい季節となりました。こ
の時期ならではの体験を大切に、ご家族の絆を深めましょう。
年末年始は、クリスマス、大掃除、お正月など行事が目白押しです。是非この機会にお子さまにお
手伝いをさせてあげましょう。ポイントはお子さまのご年齢に合わせて、“できるもの”を選びましょう。
出来たということが大きな自信となります。そして『ありがとう』と必ず感謝の気持ちを伝えることです。
『ありがとう』と声をかけられることは、役立ったことや自分の良さを実感することができる機会となりま
す。新年に一回りご成長されたお子さまにお会いできますことを楽しみにしております。
良いお年をお迎えくださいませ。

「たこのうた」

「ゆき」

【お正月について】
この時期ならではの伝承遊びを
是非体験してください。
たとえば・・・こま、たこ、すごろく、
はねつきなど。シンプルですが、
飽きずに楽しめ、集中力も付くこと
でしょう。保護者さまも、小さいころを
思い出して、ご一緒に楽しい時間を
お過ごしください。

ごあんない
受付センター
TEL 0120-086-720 FAX 03-5772-1224
月～金 9：30‐17：30（土日祝・年末年始休）

≪キッズスクウェアより≫
●ウィンタープランのご案内
主婦にとって一番忙しい年末年始に、今年も大好評のウィンタープランを実施します。
詳しくはお近くのキッズスクウェアにお問い合わせください。
関東地区） 六本木ヒルズ・パンパシフィック横浜ベイホテル東急
関西地区） 京都ホテルオークラ店・ハービス OSAKA・帝国ホテル大阪
福岡地区） 福岡天神南

≪アルファ・キッズ・クラブより≫
●ベビーシッターサービス年末年始の受付について
受付センターは 12 月 28 日（金）～1 月 3 日（木）休業です。
12 月 28 日（金）～1 月 4 日（金）のご予約・変更・キャンセルは 12 月 26 日（水）17:30 までに、
1 月 5 日（土）～1 月 7 日（月）のご予約・変更・キャンセルは 12 月 27 日（木）17:30 までに
お願いいたします。以降につきましては所定の手数料を申し受けます。
※12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木）のご予約は割増料金（25％）となります。
≪アルファ・アカデミーより≫
●セミナーのご案内
来春より幼稚園入園の方々へ。入園前の心構えについてなどをご一緒に考えてまいりましょう。
【関東】 『春からの幼稚園生活にむけて』 （予約制：03-5772-1222）
1 月 19 日（土） 11:00～12:00 キッズスクウェア六本木ヒルズにて

ほけんだより

－感染症の場合、キッズスクウェアでの
お預かりはお断りしております。－

●おなかにくる冬の風邪
冬の感染症は、インフルエンザだけではなく、ノロウイルスやロタウイルスなどによる、感染性
胃腸炎も流行しております。吐き気、嘔吐、下痢、発熱が主症状です。人から人へ感染する
場合と、食品から感染する場合があります。
【ノロウイルス】
ノロウイルスとは、人の小腸粘膜で増殖するウイルスで、主に 11 月～3 月にかけて胃腸炎を
起こします。また二枚貝などから食中毒を起こします。（85℃で 1 分間以上の加熱を行えば
感染性はなくなるとされています。）
【感染予防のポイント】
感染予防の最も有効な対策は手洗いです。トイレを使用した後や調理・食事の前には必ず
手洗いをしましょう。石鹸と流水で 30 秒よく手を洗います。
部屋やトイレで吐いた場合は、塩素系消毒剤などでよく消毒しましょう。
【感染性胃腸炎にかかったら】
下痢や嘔吐が続く間は、脱水症状に注意してください。お子さまの場合、ぐったりする、唇が乾
燥する、尿が濃くなるなどの症状が現れた場合は、すぐに病院で受診しましょう。吐き始めてか
ら 3～4 時間は何を飲んでも吐いてしまいます。吐き気がおさまってから、水分や塩分の補給、
消化の良い食べ物（うどん、豆腐、白身魚、お粥など）を少しずつ摂りましょう。

幼児教室 (創造体験学習教室)
(創造体験学習教室)
幼児教室

キッズスクウェア『デイケア・一時預りサービス』のご紹介
キッズスクウェアでは教育「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。

●年末年始について
12 月 24 日（月）～1 月 5 日（土）までは、教室は冬休みとなります。
お忙しい時期ですが、お子さまの生活リズムを大切に、規則正しい生活を心がけください。
年始、元気なお姿でお会いできますことを楽しみにしております。
●プレスクール 1 月の目標
総合Ⅰ：考えたり試したりする楽しさを味わう
スモックをたたむ
身の回りのものの名称
English ： 『Body Parts』 (関西)

総合Ⅱ：片付けの徹底（管理・整理）
お話の記憶・常識・数の一致
思ったことを言葉で表現する

『New Year』（関東）

いっしょに子育て

●年末年始の営業日・予約方法
受付センター
福岡天神南
京都ホテル
オークラ店
ハービス OSAKA

帝国ホテル大阪

JR 長岡京

さいたま
スーパーアリーナ

●「いい」と「だめ」を上手に教えましょう！
有明セントラル
タワー

お子さまがよちよちと歩き始めたころから「しつけ」を意識してまいりましょう。
① 発達段階にあわせた目標を定めましょう。
「安全」や「マナー」という概念が理解できない年齢のうちは、「熱いからいけません」というような
単純な表現で伝えて理解させましょう。
② 決めたルールを守る。
「ブランコに乗ったら帰る」と言い渡したならばそれを守りましょう。 「あと 1 回ね。」と妥協して
しまうと大人の言葉を信じなくなってしまいます。
③ ルールを破ってしまったときには・・・
過剰反応をせずに、大きな声で叱るよりも、落ち着いて理性的に伝える方が効果は大きいで
す。
しつけは善悪の感覚を知ることにもつながります。幼児期は自己中心的ですが、生後 18 ヶ月までに
は世界を他人と共有していることを学んでいるそうです。叩いた相手の痛みを感じる理解能力はなく
ても、叱られたりすることで、いけないことだと理解していきます。3 歳くらいから、「モラル」の理解も
始まります。していいこと、いけないことを「～しましょうね」「～できるよね」と前向きに伝えましょう。

12/29（土）～1/3（木）はご利用料金が２５％割増となります。（銀座三越を除く）
12/28（金）～1/3（木）休業
銀座三越
1/1（祝）休業
12/29（土）～1/3（木）は
パンパシフィック
12/29（土）～1/3（木）は
12/25（火）までに予約をいただい
横浜ベイホテル
12：00～17：00 で営業しております
た日時のみ開設いたします。
東急
12/29（土）～1/3（木）休業
丸の内東京ビル
1/1（祝）休業
丸の内永楽ビル
12/29（土）～1/3（木）は
永田町
12/25（火）までに予約をいただい
日本橋室町
た日時のみ開設いたします。
12/29（土）～1/3（木）は
東京ドームホテル 12/29（土）～1/3（木）は
12/26（水）までに予約をいただい
11：00～17：00 で営業しております。
た日時のみ開設いたします。
12/29（土）～1/3（木）休業
アークヒルズ
12/29（土）～1/3（木）は 12/25（火）
12/28（金）、1/4（金）は
までに予約をいただいた日時のみ開
～17：00 まで営業します。
設いたします。
12/29（土）～1/3（木）は
六本木ヒルズ
12/31（月）～1/2（水）休業
12/26（水）までに予約をいただい
た日時のみ開設いたします。
12/30（日）～1/3（木）休業
12/28（金）29（土）1/4（金）のご予
約は 12/27（木）までにお願いしま
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
●生活習慣・・・着替え、服をたたむ、手洗い、うがい、食事のマナー、挨拶など。
年度のまとめの時期に入りますので、身についているかを確認してみましょう。

株式会社アルファコーポレーション
京都本社 ： 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227
東京本部 ： 東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー6F
大阪営業所： 大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス PLAZA 5F
福岡営業所： 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 0120土日祝年末年始休)
0120-086086-720(平日9:30～17:30
720

URL：
URL：www.alphawww.alpha-co.com e-mail: akcyoyaku@alphaakcyoyaku@alpha-co.com

【東京】

デイケア・教室の変更届けの締切は、前月10日 17:00 （10日が土日祝日の場合は
前営業日）です。期日を過ぎてのお申し出は翌々月からの適用となります。

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

【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

