新しいｈ

今年も早いもので、一年の締めくくりの時期になりました。年末年始はご家族がそろって過ごせ
る貴重な時間です。日頃経験できないことにも一緒に挑戦し、新たな気持ちで新年を迎えられて
はいかがでしょうか。
例えば「大掃除」。家族みんなできれいにしようという目標をもって働くことによって、お子さまも
「自分もみんなの役に立っている」「みんなに喜んでもらった」ということを実感することができ、
家族の一員としての誇りにもつながります。また、雑巾しぼりやガラス拭きなど、仕事の仕方を
丁寧に教えてあげられる良いチャンスでもあります。幼い時に家庭で学んだことは、大人になっ
てもしっかりと覚えているものです。

１月 （睦月・むつき）
）
親族が互いに往来し、仲睦まじく宴をする月であるからといわれています。また、稲の実を
初めて水に浸す月を指す「実月（むつき）」から転じたという説もあります。
《1 月の行事食》
月の行事食》
・わらびの正月
わらびの正月 （1 月 3 日）～わらびを食べると「笑う＝福笑い」の縁起から、お正月の三
日）
が日に食べる習慣となったと伝えられています。
・七草粥（1
月 7 日は「七日正
・七草粥（1 月 7 日）～７種の葉物で作るお粥を食べる風習から、1
日）
月」「七草正月」とも呼ばれています。中国古来の「人日（じんじつ＝七日節句）に七種
菜羹（しちしゅさいかん）を食べると万病を逃れる」という風習が起源といわれています。
・鏡開き（1
鏡開き（1 月 11 日）～この日には鏡餅を下ろし、お汁粉や雑煮にして食べます。「開き」
とは「切る・割る」という意味ですが、鏡開きは武家社会の行事だったため、縁起のよい
「開き」という言葉が使われました。

来年もお子さまの笑顔がますます輝くよう、スタッフ一同努めるとともに、新しい年が皆様にとりまして素
晴らしい一年になりますように、お祈り申し上げます。
ほけんだより ～中毒事故の予防
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
ベビーシッターサービスならびに家事代行
ベビーシッターサービスならびに家事代行サービスの
ならびに家事代行サービスの
年末年始の受付について
年末年始の受付センターの営業時間は下記とさせていただきます。ご注意ください。
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。

どんな時に中毒事故が起こるか、どうしたら防げるか～
どんな時に中毒事故が起こるか、どうしたら防げるか～子どものいる家庭で注意すること～
子どものいる家庭で注意すること～
●子どもの中毒事故の特徴
中毒 110 番に寄せられる子どもによる事故の問い合わせは、いずれも親が目を離した「ほんの
ちょっとのすき」に起こっています。子どもは部屋に置かれている身の回りのものをどんどん自分
のおもちゃにして遊びます。整理整頓を心がけ、事故を起こさないようにすることが大切です。
●子どもの手の届く所におかない
2 歳未満の乳幼児で特に多いのは、たばこや蚊取りマット、ホウ酸団子などです。この時期の
乳幼児はたたみや床の低い位置においてあるものを手当たり次第に口にします。
●子どもの目につく所におかない
やがて、母親が化粧するのをまねたり、きれいな色の薬の錠剤を次々とパッケージから取り出し
たり、子どもはいろいろなものに興味をもって行動します。「まだ手が届かない」と思っていた高さ
でも、よじ登ったり、何とかして手に入れようと工夫します。鏡台の化粧品、流し台で漂白中の
コップ類、冷蔵庫の中のシロップ薬などの事故が多くなります。

※12
12 月 29 日（火）～
日（火）～1 月 3 日（日）のベビーシッターサービスの
日（日）のベビーシッターサービスのご料金は通常の
ベビーシッターサービスのご料金は通常の 25％割増と
25％割増と
させていただきます。
（公益財団法人 日本中毒情報センターウェブサイトより）

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。

●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
●プレスクール 1 月の目標

ｋと

【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
身の回りの物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
お話の記憶・常識・数の一致
【英語】 『Happy New Year』（関東）（関西）

●キンダークラス 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

☆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

1/1（金）休業

1/1（金）～1/3（日）休業

12/29（火）～12/31（木）及び
1/2（土）、1/3（日）は 12/25

12/29（火)～1/3(日）休業

12/29（火）～12/31（木）は 、
☆中之島

12/25（金）までにご予約いただい

☆ハービス OSAKA
（金）までにご予約いただいた日

フェスティバルタワー

た日時のみ開設。12/31（木）は

時のみ開設。1/4(月)のご予約

17 時までの営業。1/4(月)のご予

は 12/25(金)までに。

約は 12/25(金)までに。

12/30（水）～1/3（日）休業

12/31（木）～1/3（日）休業

12/26（土）～12/29（火）及び

☆アークヒルズ

12/29（火）、12/30（水）は

1/4 （ 月） の ご 予約は 12/25

☆東京スクエア

12/25（金）までにご予約いただい

（金）までにご予約いただいた日

ガーデン

た日時のみ開設。1/4(月)のご予

☆有明セントラル
タワー
時のみ開設。

約は 12/25(金)までに。
☆さいたま

☆六本木ヒルズ

12/25（金）までのご予約にて開

12/31（木）～1/2（土）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～
スーパーアリーナ
12/29（火）～1/3（日）は

【総合Ⅰ】 『ことりさん かくれんぼ』（うえのりお 作）
ことりさんが、赤い花の咲く庭でかくれんぼしてるよ。どこにいるのかな。
紙のコラージュで描かれたことりさんが、赤、緑、青、黄、黒と、鮮やかな
色彩の世界でかくれんぼします。

12/29（火）～1/3（日）は

☆横浜ベイホテル東急
12：00～17：00 で営業

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

【総合Ⅱ】 『ねんころりん』（きむらよしお 作）
ひまわり園は、お昼寝の時間です。「ねこ ねころんで ねんころりん」
「ねずみ ねころんで ねんころりん」「ねったいぎょ ねころんで ねんころりん」
次々と「ね」のつくものがお昼寝を始める絵本です。

URL：http://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。

☆東京ドーム

設

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

