９月 （長月・ながつき）

新しいｈ
《9 月の暦・
月の暦・行事》
暦・行事》
・敬老の日 ・秋分の日

日差しが一層強くなり、毎日暑い日が続いております。そんな暑さにも負けず、お子さまは夏ならではの

・十五夜

・彼岸入り（明け） など

《9 月の花》
・彼岸花（ヒガンバナ） ・ダリア ・芙蓉（フヨウ）
・女郎花（おみなえし） ・金木犀（キンモクセイ）

・秋桜（コスモス）
・すすき など

・萩

体験をたくさん楽しまれていることでしょう。お子さまは遊びを通して人や自然・科学と関わりを持ち、その
関わりの中から心の豊かさを培っています。元気に遊ぶために、早寝・早起きを心がけ、朝ごはんをしっか
り食べるなど生活のリズムを見直してみましょう。
お身体に気をつけて、ご家族皆様で楽しい夏をお過ごしください。

ごあんない

《旬の食材》
・野菜～ 茄子（なす） 冬瓜 オクラ
ごぼう 枝豆 など
・魚介～ 鰆（さわら）

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お知らせ
家事代行サービスのお知らせ
今年は 9 月 21 日(月)～23 日(水)が祝日となり、連休を利用してご家族で旅行にお出かけ
になる方も多いのではないでしょうか。
☆お休みの期間、お悩み相談☆
「家の中が散らかっている…このお休みの間に片づけをしたいけどお出かけもしたい」
⇒整理・お掃除のスポットプラン
整理・お掃除のスポットプランをご利用ください
（洋服のなどの整理整頓も行います）
整理・お掃除のスポットプラン
ご料金： 14,040 円(税込)／3 時間
▶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

●ベビーシッターサービスのお知らせ
ベビーシッターサービスのお知らせ
暑い日が続いております。湿度も高くなっており熱中症対策が必要です。
送迎時や公園遊びの際は、水分補給ができるようにお飲み物（水筒やペットボトル）
やお帽子などもご用意ください。
お水やジュースなどを途中で購入する場合は、購入する銘柄をご指定ください。
※銘柄指定が不要な場合は、水、リンゴジュースといったような品名でも結構です。
ご自宅での場合、飲んでもよいものをサービス開始時、ナニーにお伝えください。
●お盆期間について
お盆期間について
受付センターは、8 月 13 日（木）～16 日（日）の期間、休業させていただきます。
ご予約、キャンセルの際は休業日にご注意ください。

・果物～ 梨

柿

鰹（かつお）
ぶどう

かぼちゃ

しめじ

さつまいも

秋刀魚（さんま） など

など

ほけんだより ～咽頭結膜熱について
●咽頭結膜熱とはどのような病気ですか。
咽頭結膜熱とはどのような病気ですか。
アデノウイルスの感染により、発熱（38～39 度）、のどの痛み、結膜炎といった症状を来す、
小児に多い病気です。 プールでの接触やタオルの共用により感染することもあるので、
プール熱と呼ばれることもあります。 通常、6 月ころから徐々に流行しはじめ、7～8 月に
ピークとなります。
●咽頭結膜熱にかからないためにはどうすればいいのですか。
咽頭結膜熱にかからないためにはどうすればいいのですか。
・流行時には、流水とせっけんによる手洗い、うがいをしましょう。
・感染者との密接な接触は避けましょう（タオルなどは別に使いましょう）。
・衛生を保つため、プールからあがったときは、シャワーを浴び、うがいをしましょう。
●咽頭結膜熱にかかったらどうすればいいのですか。
咽頭結膜熱にかかったらどうすればいいのですか。
咽頭結膜熱は高熱が比較的長く（5 日前後）続くことがあります。しかし、特別な治療法
はありませんが、ほとんど自然に治ります。吐き気、頭痛の強いとき、せきが激しいときは
早めに医療機関に相談してください。
（厚生労働省 HP より引用）

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】 『面接練習』 （有料：申込制 03-5772-1222）
9 月 5 日（土）9：00～ キッズスクウェア六本木ヒルズにて
【関西】 『面接について』 （有料：申込制 075-212-7555）
8 月 26 日（水）10：40～12：40 ハービス PLAZA 6 階会議室にて
●模擬演習のご案内
【関東】 8 月 22 日（土） 10：30～12：00
キッズスクウェア アークヒルズにて （有料：申込制 03-5772-1222）
受講対象～今秋 3 年保育幼稚園受験のお子さまと保護者様

●プレスクール 9 月の目標
ｋと
【総合Ⅰ】 いろいろなことを試してみよう
【総合Ⅱ】 あたらしいこともやってみよう
はさみとの出会い
表現遊び（とんぼ、すずむし）
靴を所定の場所へ入れる
好きな食べ物を２つ教えてください
【英語】（関東） 『Fall』
（関西）『Transportation』
●キンダークラスの 9 月のカリキュラム
【年少】 反対言葉、長短の比較、ぬり文字、数の対応 など
【年中】 等価交換、直線・角の理解、同じ動物・同図形の認知理解 など
【年長】 置き換え遊び、規則性、等号・不等号の理解 など
●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～

キッズスクウェア『デイケア・一時預かりサービス』のご案内
東京都中央区銀座 4-6-16 銀座三越 9 階

キッズスクウェア銀座三越
キッズスクウェア銀座三越
TEL：03-3535-1828

キッズスクウェア銀座三越は 9 月で 5 周年を迎えます。銀座三越でのお買い物やお食事だけでなく、
銀座の街歩きや映画、美容院、通院、習い事などの際にもご利用いただける一時預かり専門の
施設です。明るく広々としたお部屋でゆっくりと過ごし、「また来たい！」とお子さまからのお声も
たくさんいただいております。

開設時間
定
員
対象年齢
利用料金

10：30～18：30 （銀座三越店休日は、クローズです）
12 名
6 ヶ月～未就学児
三越・伊勢丹カード会員様 1,620 円／時間／1 人 （除外カードあり）
一般のお客様
2,160 円／時間／1 人
利用時間 ： 1 時間以上 30 分単位、最長 4 時間までのご利用とさせていただきます.
飲
食 ： 室内での飲食の提供は、原則としてお断りしております。ミルクのみお預かりいたし
ます。

「こやぎがすやすや」
こやぎがすやすや」 （田島 征三 作）
子やぎが木陰ですやすやと眠っています。犬や猫など色々なものが
次々と子やぎのところにやってきますが、やっぱり子やぎは目を覚ま
しません。最後にやってくるのは……。
「ぐるぐるぐるーん」
ぐるぐるぐるーん」 （のむら さやか 文／サイトウ マサミツ 絵）
勢いある線で描かれたぐるぐるが、ねこやひよこ、メロンなど、様々
なものに変化します。赤ちゃんの目の前でねこやひよこなどが生き
生きと立ち現れてくるような、臨場感あふれる楽しい絵本です。

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。

：
：
：
：

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

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 ･ 足立さくら園
【神奈川】 横浜ベイホテル東急 ☆認可保育所 ：新百合ケ丘 ・ 宮前平 ・ 向ヶ丘遊園
【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

