新しいｈ
今月のうた

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。

朝晩の涼しさが訪れ、秋の到来を感じるようになりました。
この度、当社はこれまでの保育サービスに加え、一般的な家事を代行する「家事代行サービス」を本格
的にご提供できることとなりました。
昨今の少子高齢化の加速、女性の社会進出などの影響により、労働力を確保する取り組みや促進が
全国で活発となってきています。一層忙しさが増しストレスフルな時代になる中、”さらに快適な生活にな
るためのサポートはできないか”と考え、この家事代行サービスがスタートした次第です。
これからも皆様のご意見を頂く機会を多く取り入れ、保育同様に質の高いサービスを追求していきたいと
存じます。よろしくお願い申し上げます。

～やってみましょう～
手遊び「やきいもじゃんけん」

11 月の歌
♪やきいも～
両手をグーと握って上下交互にたたく

「まつぼっくり」
♪ほかほか～
下から湯気がでるように交互にぱっと開く

「やきいもじゃんけん」
♪たべたらなくなる～
両手をくちへ⇒両手パー（2 回）

♪それ やきいも～
両手 4 回たたいてグーチョキパー！

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（土日祝特別期間休業）

≪家事代行サービスのご案内≫
≪家事代行サービスのご案内≫
ほけんだより
今秋より、「家事代行サービス」を全てのお客様にご提供できることとなりました。日常のお掃除や
お洗濯などをスタッフが心を込めて行います。ライフスタイルにあわせてぜひご利用ください。

★11 月 8 日は、いい歯の日です！★
●ご利用方法
・ベーシックプラン（定期） （1 回 2 時間～、月 2 回以上）
回以上）
・スポットプラン（単発)
・スポットプラン（単発) （1 回 3 時間～、必要なときにお申し付けください
時間～、必要なときにお申し付けください）
必要なときにお申し付けください）
●ご料金について
・ベーシックプラン … 1 時間 3,300 円 (税別)
税別) 、
・ス ポ ッ ト プ ラ ン… 1 時間 4,000 円 (税別)
税別) 、

アルファプレミア会員価格

1 時間 2,805 円 (税別)
税別)
1 時間 3,400 円 (税別)
税別)

※交通費として 1 回のサービス一律 1,000 円(税別)を申し受けます。
※アルファプレミアクラブ会員様は、ご利用料金がお得です。
※10 月末までのお得なキャンペーン実施中！
※定期サービスをご検討のお客様は、当社スタッフが事前に、ご自宅までサービス内容のご相談に
お伺いいたします。
▶専用ホームページも是非、ご覧くださいませ。 http://www.alpha-co.com/housekeeping/index.jsp

《じょうぶで、きれいな大人の歯にするために》
１．子供の頃からむし歯予防をしっかりと行い、
．子供の頃からむし歯予防をしっかりと行い、継続する事が大切です
乳歯は永久歯に比べて、歯の表面の硬いエナメル質の厚みが２分の１程度と薄く、もろいた
め、むし歯になりやすく、進行も早いと言われています。
むし歯の初期は、表面が白っぽくなったり、歯のみぞの部分が黒くなったりします。この時期に
発見すると治療も比較的簡単なので、普段からお子さまの口の中を観察してみてください。
２．歯みがき、
２．歯みがき、仕上げみがきをしましょう
乳幼児、特に３歳までの食生活や歯みがきは、保護者の方にかかっています。
だらだらとおやつを食べ続けるなど不規則な食生活や、歯みがき、仕上げみがきをしないなど
は、むし歯の発生を誘発します。夜寝る前は本人がみがいたあと、保護者の方が仕上げみが
きをする習慣を身につけましょう。

≪ベビーシッターサービス≫
●永らくご愛顧頂きました「ハウスキーピング」オプションは、2014 年 10 月末日をもちまして終了とさせて
頂きます。今後は「家事代行サービス」にて対応させていただきます。

３．うがいは
３．うがいはかぜやむし歯の予防に効果がありますので積極的に行いましょう
うがいはかぜやむし歯の予防に効果がありますので積極的に行いましょう
「くれ子育てネット」より

幼児教室『創造体験学習教室』
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

●セミナーのご案内 2015 年度の第一回セミナーのご案内です
【関東】 『家庭での子育てのあり方について』 （予約制：03-5772-1222）
11 月 15 日（土）11：00～ 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』 （予約制：075-212-7555）
2 月 4 日（水）10：40～ ハービス PLAZA 6 階会議室にて
●新年度継続について
4 月から始まる新年度へ向けての準備を始めております。
現在受講中のみなさまには 10 月下旬頃より一般の募集に先駆けてご案内をさせていただき
ます。ぜひ来年も受講いただき、ともにお子さまの成長を育んでまいりましょう。

●プレスクール 11 月の目標
ｋと
【総合Ⅰ】 秋から冬への変化を感じましょう
同じに気づきましょう
スモックの着脱
【英語】 『Halloween』（関東・関西）

キッズスクウェア 京都ホテルオークラ店
京都ホテルオークラ店

キッズスクウェア京都ホテルオークラ店は、地下鉄東西線「京都市役所前」に直結している京都ホ
テルオークラ６Ｆにあります。この 4 月に全面改装し、とても明るいお部屋にリニューアルしました。
また、京都の中心、河原町通りのにぎやかな通りに面している一方で、お散歩では鴨川や市役
所前広場・本能寺などに出かけ、自然に触れることで季節を身近に感じて楽しんでいます。
定員１２名の少人数制の保育で、お子さま一人ひとりのリズム・ご成長に合わせて過ごしていただ
ける、温かみのあるお部屋にどうぞ遊びにいらしてください。スタッフ一同、お待ちしております。
お気軽にお問合せ下さいませ。
◆デイケア
◆一時預かり

【総合Ⅱ】 相手の気持ちをしりましょう
ルールを守ってゲームをする
好きな色を３つ言いましょう

９：００～１９：００の間の９時間ご利用いただけます
お仕事の際や、観光、ブライダル、ショッピング、通院など様々なシーンで
ご利用ください。
◆創造体験学習教室
プレスクール総合 ・ Ｅｎｇｌｉｓｈ 、キンダークラス
◆基本営業時間
１０：００～１７：００ （土日祝はご予約時間のみ開設）

●キンダークラスの 11 月のカリキュラム
【年少】 仲間探し、図形の合成・分割、ぬいさし、はさみワーク など
【年中】 同頭語からの発展、数の比較、時計の読み方 など
【年長】 欠所発見、引き算、積み木の構成、（自由課題） など
●今月の絵本 ～プレスクールで読まれている絵本を紹介いたします～
【総合Ⅰ】

『おいで おいで』（佐々木

一澄 作）

株式会社アルファコーポレーション

まねき猫が「おいで おいで」すると、鳩笛や赤べこがやってきます。
愛らしく描かれた郷土玩具をモチーフにしたシンプルな絵本。
【総合Ⅱ】

『どんぐりずもう』（いしだ

京都本社
：京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町 8 京都三井ビルディング 4 階
東京本部
：東京都港区六本木 7－15－7 新六本木ビル 6 階
大阪営業所 ：大阪市中央区城見 2－1－61 ツイン 21MID タワー33 階
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 01209:30～17:30 土日祝特別期間休)
0120-086086-720(平日
720

えつこ 文/飯野 和好 絵）

秋の雑木林で、切り株を土俵にどんぐりたちの相撲大会が
はじまりました。
みあって、みあって～ はっけよーい、のこった！

URL：www.alpha-co.com e-mail : akcyoyaku@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
東京スクエアガーデン ★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
☆認可保育所：千住大橋
【神奈川】 横浜ベイホテル東急 ☆認可保育所：新百合ケ丘 【埼玉】 さいたまスーパーアリーナ
【大阪】 帝国ホテル大阪 ・ ハービス OSAKA ・中之島フェスティバルタワー
【京都】 京都ホテルオークラ店 ・ JR 長岡京
【福岡】 福岡天神南

