１２月 （師走・しわす）

新しいｈ
《12 月の暦
月の暦 ・行事》
・大雪 ・すす払い ・冬至

一日の寒暖の差もだんだんと大きくなり、少しずつ冬の気配を感じる頃となりました。風邪をひ
きやすくなる時期ですので、体温調節のできる服装を心がけたり、手洗い・うがいの励行、規則
正しい生活などで風邪を予防し、これからやってくる本格的な冬に向け丈夫な体を作っていきま
しょう。
10 月の末には、多くのキッズスクウェアでハロウィンのイベントが開催されました。仮装をして
パレードをするお子さまの愛らしいご様子に、道行く人からもたくさんの声をかけていただき、お
子さまも大喜びでした。パレードの際は、「お友だちと手を繋いで歩く」「横断歩道は手を挙げて渡
る」「元気な声でご挨拶をする」など、お散歩のときのお約束をきちんと守って歩くことができまし
た。ハロウィンだけではなく、クリスマスやお正月など、これからも行事を通して、季節や文化を学ぶ機会を
多く取り入れてまいります。

・クリスマス

・大晦日

など

《12 月の花》
・シクラメン
・水仙（スイセン） ・椿（ツバキ）
・ポインセチア ・カトレア ・山茶花（サザンカ）

・ゼラニューム
など

《旬の食材》
・野菜～ かぶ

ねぎ

・魚介～ キンキ

白菜
牡蠣

カリフラワー
ふぐ

ごぼう

鱈（たら）

ほうれん草

小松菜 など

など

・果物～ 柚子 など

ほけんだより ～みんなで予防！インフルエンザ
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）

●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
年末年始の受付センターの営業時間は下記となります、ご注意くださいませ。
12 月 28 日（月） 16：00 までの受付となります。
12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日） は休業させていただきます。
ご予約・変更・キャンセルの取扱いは下記の通りといたします。お早めのご連絡をお願いします。
12 月 29 日（火）～1 月 4 日（月）のご予約・変更・キャンセル は 12 月 25 日（金）17：30 まで
にお願いいたします。
1月5日（火）のご予約・変更・キャンセル は 12月28日（月）16：00までにお願いいたします。
以降のご連絡の場合、所定の手数料を申し受けます。
※12
12 月 29 日（火）～1
日（火）～1 月 3 日（日）のご料金は通常の 25％割増
25％割増と
％割増とさせていただきます。
させていただきます。
●家事代行サー
家事代行サービスのご案内
家事代行サービスのご案内
お忙しい年末、大掃除に家事代行のご利用はいかがでしょうか？
ずっと気になっていた場所、一年間できなかった整理整頓など、新年をすっきりとした気分で迎えま
しょう！ トイレ、お風呂、キッチン（換気扇除く）のおそうじなど、お任せいただいても結構ですし、
ご一緒にお掃除をして早く終わらせることもできます、お早目にご相談ください！

インフルエンザの予防には、みんなの「かからない」、「うつさない」という気持ちが大切です。手
洗いでインフルエンザを予防して、かかったら、マスク等せきエチケットも忘れないでください。
正しい手の洗い方
＜手洗いの前に＞
・爪は短く切っておきましょう。
・時計や指輪は外しておきましょう。
1.

流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。

2.

手の甲を伸ばすようにこすります。

3.

指先・指の間を念入りにこすります。

4.

指の間を洗います。

5.

親指と手のひらをねじり洗いします。

6.

手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾
かします。
（厚生労働省ウェブサイトより）

キッズスクウェア年末年始のお知らせ

幼児教室『創造体験学習教室』
幼児教室 (創造体験学習教室)

●年末年始の営業は下記の通りです。ご確認ください。

●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 13 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 3 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一般の募集に先駆けてご案内をさせていただいております。
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。

☆の施設につきましては 12/29（火）～1/3（日）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

12/29（火)～1/3（日）休業

銀座三越

1/1（金）、1/2（土）休業

日本橋室町

12/29(火)～1/3（日）休業

12/29(火)～1/3（日）休業
JR 長岡京
12/28(月)、1/4(月)は17時まで
☆帝国ホテル大阪

12/29（火）～1/3（日）は

丸の内東京ビル

☆京都ホテルオークラ店

12/25（金）までにご予約いただ

丸の内永楽ビル

☆福岡天神南

いた日時のみ開設

永田町

12/29（火)～1/3(日）休業

1/1（金）休業
12/30（水）～1/3（日）休業
12/29（火）～12/31（木）及び
12/26（土）～12/29（火）及び
1/2（土）、1/3（日）は 12/25

☆有明セントラル

☆ハービス OSAKA

12 月の目標
と
ｋ●プレスクール
【総合Ⅰ】 みんなで活動する喜びを知りましょう
動物模倣（何になれるかな？）
指示が分かる（指示一つ）
【英語】 『Christmas』（関東・関西）

1/4（月）、1/5（火）は 12/25（金）
（金）までにご予約いただいた日

タワー
までにご予約いただいた日時のみ

時のみ開設。1/4(月)のご予約

【総合Ⅱ】 お手伝いをしましょう
合成・記憶・比較・数の対応
物の名称と用途の理解

開設。
は 12/25(金)までに。
1/1（金）～1/3（日）休業
12/31（木）～1/3（日）休業
12/29 （ 火） ～ 12/31 （ 木） は
☆中之島フェスティバル

●キンダークラスの 12 月のカリキュラム
【年少】 数の大小の確認、2 分割の絵合わせ、数字ならべ など
【年中】 しりとり遊び、3 分割の理解、欠所補充、クリスマス飾りの制作 など
【年長】 色・位置の記憶、左右の弁別、図形の分解 など

タワー

☆アークヒルズ

12/29（火）、12/30（水）は

☆東京スクエア

12/25（金）までにご予約いただい

ガーデン

た日時のみ開設。1/4(月)のご予

12/25（金）までにご予約いただ
いた日時のみ開設。12/31(木)
は 17 時までの営業。1/4(月)の
約は 12/25(金)までに。
ご予約は 12/25(金)までに。
☆さいたま

☆六本木ヒルズ

12/31（木）～1/2（土）休業

12/25（金）までのご予約にて開設
スーパーアリーナ

●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～
12/29（火）～1/3（日）は

☆東京ドーム

12/29（火）～1/3（日）は

☆横浜ベイホテル東急
12：00～17：00 で営業

【総合Ⅰ】 『おいっちに おいっちに』（柚木沙弥郎 作）
男の子がお父さんの足の上で「たっち たっち」。そして、お父さんと
一緒に「おいっちに おいっちに」と歩きます 。親子で遊ぶ楽しさを
大らかに描いた絵本です。
【総合Ⅱ】 『りすと もりのあしおと』（八百板洋子文 /ナターリヤ・チャルーシナ絵）
雪が降り始めた冬の森。りすが、埋めておいたどんぐりを食べようと
すると、きじやたぬきやくまが現れ、りすのどんぐりを食べてしまい
ます……。

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。

ホテル

基本開設時間 11：00～17：00

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

