新しいｈ
今月のうた

キッズスクウェアや教室で歌っている歌をご紹介します。
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。
今年もいよいよ残りわずかとなりました。足早に過ぎたと感じられるこの 1 年も、振り返ってみると大きく成
長されたお子さまの姿を実感されるのではないでしょうか。

お正月の遊び
1 月の歌

お正月は、1 年の実りと幸せをもたらす「年神様」という神様を迎え入れてお祝いするため、様々な行事
や風習が生まれたといわれています。例えば、「門松」「注連縄（しめなわ）」「鏡餅」「おせち」などは、年
神様をおもてなしするという意味が込められています。長い歴史の中で育まれた豊かな日本の文化を大
切にしていきたいものです。
お子さまたちにとっても楽しみなことがたくさんある年末年始は、出かける機会も多く、夜更かし等生活リ
ズムが乱れがちになりますので、十分留意されて家族そろってゆっくりとお過ごし下さい。
お休み明けに、たくさんのお話が聞けることを楽しみにしています。よいお年をお迎えください。

「雪のペンキやさん」

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）

ごあんない

♪クリスマス玩具セール♪

「たこのうた」

日本には、遊びを通して知恵や発育を
促し、家族の絆を深める伝統のお正月
遊びがたくさんございます。
凧あげ、独楽回し、福笑い、すごろく
など、それぞれの由来や遊びに込められ
た願いを感じながら、お子さまとご一緒に
楽しい時間をお過ごしください。

ほけんだより
12 月 25 日（木）まで

アルファコーポレーションのオリジナル木製玩具

20％OFF！

バランシングモンキーズ

【インフルエンザについて】

通常 3,000 円

→2,400 円(税別)
クリスマスプレゼントにいかがですか。
お子さまの年齢に応じた知育玩具です。
シンプルなデザインときれいな色使いで、
お部屋のインテリアとしても楽しめます。
▶ホームページからも購入できます。

Q.1: インフルエンザと普通の風邪はどう違うのですか?
インフルエンザと普通の風邪はどう違うのですか?
一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こりますが、普通の風邪の多くは、のどの痛
み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフル
エンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。
一方、インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。
38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等全身の症状が突然現れます。併せて普通の風
邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子さまではまれに急性脳症
を伴う等、重症になることがあります。

≪ベビーシッターサービスのご案内≫
≪ベビーシッターサービスのご案内≫
12 月 26 日（金）の受付は 16：00 までです。12 月 27 日（土）～1 月 4 日（日）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 27 日（土）～1 月 5 日(月)のご予約・キャンセルは 12 月 25 日（木）までにお願いいたします。
1 月 6 日（火）のご予約・キャンセルは 12 月 26 日（金）16：00 までにお願いいたします。
以降のご予約・キャンセルの場合は、所定の手数料を申し受けます。
○ご利用料金
12 月29 日（月）～1 月3 日（土）の期間につきましては、通常の 25％割増となります。ご了承くださいませ。

Q.2: インフルエンザはいつ流行するのですか?
インフルエンザはいつ流行するのですか?
インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡が
ります。日本では、例年 12 月～3 月頃に流行します。
※現在、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)では「発症した後 5 日を経過し、
かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては、3 日)を経過するまで」をインフルエンザによる
出席停止期間としています。
厚生労働省 HP 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)
●セミナーのご案内
【関東】 『幼稚園受験とは』 （予約制：03-5772-1222）
2 月 14 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

キッズスクウェア年末年始のお知らせ
●年末年始の営業は下記の通りです。ご確認ください。
☆の施設につきましては 12/29（月）～1/3（土）の期間、ご利用料金を 25％割増とさせていただきます
受付センター

12/27(土)～1/4（日）休業

☆六本木ヒルズ

12/31（水）～1/2（金）休業

JR 長岡京

12/29(月)～1/3（土）休業

日本橋室町

12/27(土)～1/4（日）休業

12/27（土）～1/4（日）は

丸の内東京ビル

12/25（木）までにご予約いただい

丸の内永楽ビル

た日時のみ開設

永田町

☆京都ホテル
オークラ店

●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を学びましょう
【総合Ⅱ】 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
整理・管理・片づけの徹底
ｋと
お話の記憶・常識・数の一致
【英語】 『Happy New Year』（関東）（関西）

☆福岡天神南

1/1（木）休業

12/28(日)～1/4（日）休業

12/30（火）～1/3（土）休業

12/29（月）～12/31（水）及び

12/26（金）～12/29（月）及び
☆有明セントラル

☆ハービス OSAKA

1/2（金）、1/3（土）は 12/25（木）

1/4（日）～1/6（火）は 12/25（木）
タワー

までにご予約いただいた日時のみ

までにご予約いただいた日時のみ

開設

開設

12/29（月）～1/3（土）は
☆さいたま
☆帝国ホテル大阪

12/25（木）までにご予約いただい

12/25（木）までのご予約にて開設
スーパーアリーナ

た日時のみ開設

●キンダークラスの 1 月のカリキュラム
【年少】 左右の理解、ぬいさし、2 分割カード絵合わせ など
【年中】 多少の理解、異図形の発見、位置の確認、5 の合成・分解 など
【年長】 絵の記憶、図形の分解、方向弁別、つみきの構成（自由課題） など

1/1（木）～1/3（土）休業
☆中之島

12/31（水）～1/3（土）休業

12/27（土）～12/31（水）及び

12/27（土）～12/30（火）及び
☆アークヒルズ

フェスティバルタワー

1/4（日）は 12/25（木）までに

1/4（日）は 12/25（木）までに

ご予約いただいた日時のみ開設

ご予約いただいた日時のみ開設

1/1（木）休業

●今月の絵本 ～プレスクールで読んでいる絵本をご紹介します～
【総合Ⅰ】 『くつくつ だいすき』（スギヤマ カナヨ 作）
こんなくつ、あったらいいな。ボヨーンとはずむボールぐつ、
しゃぼん玉がでるシャボンぐつ、ピクニックしたくなるはらっぱぐつ！

12/31（水）および 1/2（金）は

12/31（水）～1/3（土）休業
☆東京スクエア

12/27（土）～12/30（火）及び

銀座三越
10：00～18：00 で営業

ガーデン

最終受付は 17：00
☆横浜ベイホテル

1/4（日）は 12/25（木）までに
ご予約いただいた日時のみ開設

12/29（月）～1/3（土）は

12/29（月）～1/3（土）は
☆東京ドームホテル

東急

12：00～17：00 で営業

【総合Ⅱ】 『おっしくっら まんじゅう』（岡井 美穂 作）
おしくらまんじゅうをはじめた、トマトさんとりんごさん。
ほっかほっかと暖かくなりました。そこへみかんさんもやってきて・・・・。

株式会社アルファコーポレーション
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

お知らせ
12 月 1 日（月）より、厚生労働省内に事業所内保育所 「厚生労働省５号館保育室 （愛称：ふ
くろう）」 を開設いたしました。

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。

基本開設時間 11：00～17：00

URL：www.alpha-co.com e-mail : akcyoyaku@alpha-co.com
【東京】

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

