４月 （卯月・うづき）

新しいｈ
《4 月の行事》
・お花見・ 新学期 ・入社式 ・入学式 など

厳しい寒さも少しずつ和らぎ、ポカポカとした春の陽気を感じられるようになりました。キッズスクウェ
アでは元気に遊ぶお子さまたちの笑い声がにぎやかに響き渡っています。
この1年でお子さまはできるようになったことが増え、自信に満ちた表情がよく見られるようになりまし
た。今月はお子さまとこの成長を喜び合い、思い出作りをして締めくくりの月にしていきたいと思いま
す。
一年間を通して、保護者の皆様にはたくさんのご理解とご協力をいただきまして、本当にありがとうご
ざいました。

ごあんない

受付センタ－

TEL︓0120-086-720 FAX︓0120-086-785
※⽉〜⾦ 9:30－17:30 （土日祝特別期間休業）

●家事代行サービス
弊社アルファギフトカードが家事代行サービスでもご利用いただけるようになりました。
ポイントをお持ちの方はぜひポイント交換をして、アルファの家事代行サービスをご利用してみてく
ださい。
【ポイント交換の方法】
・ポイント交換は 2000 ポイント単位です。
・弊社発行の 2000 円分（税込）のギフト券（有効期限 6 ヶ月）への交換ができます。
・ギフト券は交換申込受付後 2 週間ほどでお手元にお届けします。
・ご利用の際は当日サービス終了時にスタッフにお渡しください。
ポイント交換アドレス：point@alpha-co.com （受付は e-mail のみとなります）
①会員番号 ②氏名 ③住所 ④電話番号 ⑤希望交換ポイント数 をお知らせください。
●ベビーシッターサービス
～新しく進級、進学を迎えて～
・学校や、クラス、習い事などへの送迎場所が変更になる場合は、お早めに受付センターまで
お知らせください。
・ご兄弟の保護者会などの行事や、春休み期間中のお仕事の際にもぜひベビーシッターサービス
をご利用ください。

《4 月の花》
・桜（さくら） ・椿（つばき） ・かすみ草 ・シクラメン ・菫（スミレ）
・やまぶき ・チューリップ ・アマリリス ・つつじ ・パンジー ・木蓮（モクレン）
・桜草（サクラソウ） ・一輪草 ・浦島草 ・ 熊谷草 など
《旬の食材》
・野菜～ 独活（うど） たけのこ キャベツ さやえんどう からしな 春菊
ほうれん草 蕗（ふき） 蕨（わらび） 椎茸
グリーンピース など
・魚介～ 蛤（はまぐり） 鰆（さわら） 鯵（あじ） さより 鰊（にしん）
太刀魚（たちうお） 真鯛（まだい） 飛魚（とびうお） 平目（ひらめ） など
・果物～ いちご など

ほけんだより ～花粉症について
Ｑ．花粉症の正体って一体なんですか。
花粉症の正体は、花粉に対して人間の体が起こすアレルギー反応です。体の免疫反応が
花粉に過剰に反応して花粉症の症状がでるのです。
Ｑ．花粉が鼻や目にはいると、どうして花粉症の症状がでるのですか。
体が花粉を外に出そうとするために、「くしゃみ」で吹き飛ばしたり、「鼻水」「涙」で花粉を洗い
流そうとしているのです。
Ｑ．どんな花粉がいつ飛んでいるのですか。
関東地方では、2 月から 4 月はスギ花粉、4 月から 5 月はヒノキ花粉、6 月から 8 月は
カモガヤなどのイネ科花粉、8 月から 10 月はブタクサやヨモギなどの雑草類の花粉が主として
飛散します。また、北海道と本州の一部では４月から６月にかけて口腔アレルギー症候群と
関連の深いシラカバが飛散します。
Ｑ．スギ花粉症は日本にしかないのですか。
スギは日本特有の木です。スギは中国の一部にもありますが、その数は日本と比べると
少なくスギ花粉症が問題となっているのは、ほとんど日本だけだと考えてよいでしょう。
（厚生労働省ウェブサイトより）
-----------------------------------------------------------------------------

幼児教室『創造体験学習教室』
幼児教室 (創造体験学習教室)
●セミナーのご案内
【関東】 『入園説明会・体験について』 （有料：予約制 03-5797-7121）
4 月 16 日（土）11：00～ キッズスクウェア六本木ヒルズにて
【関西】 『入園準備に向けての心構えについて』 （無料：予約制 075-212-7555）
4 月 20 日（水）10：40～ ハービス PLAZA 6 階会議室にて
●春期講習のご案内 （有料：予約制 03-5797-7121）
今秋の 3 年保育受験の合格に向けて、この時期に気づいてほしいことや今からゆっくり積み重ね
ていくことなど、遊びを通して楽しく学びます。
日時：3 月 26 日（土）14：00～15：00 、3 月 27 日（日）10:：30～12：00 の二日間
会場：キッズスクウェアアークヒルズ （東京都港区六本木 1-3-41）
対象：今秋 3 年保育幼稚園を受験されるお子さま
ｋと

●プレスクール 4 月の目標

【総合Ⅰ】

【総合Ⅱ】

【英語】

春を感じましょう
靴を自分で脱ぎ、靴箱に入れましょう
○、大きい、赤に気づこう
お友だちとの出会い
靴・かばんを所定の位置に片づけましょう
○・△・□の認知
『Spring』（関東） 『Easter』（関西）

●キンダークラスの 4 月のカリキュラム
【年少】 数字ならべ、ぬり文字、数の対応、ぬいさし、三者比較 など
【年中】 数カード、4 の理解、5 の合成、積み木の構成、折り紙 など
【年長】 10 の分解・合成、同頭語あそび、上下・前後の理解 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～
「ねんねんよう」 （神沢利子文 /鎌田暢子絵）
優しいリズムが心地良い眠りを誘う、子守歌の絵本です。
「のりまき」 （小西英子作）
「のりまき のりまき いっぱいできた！ のりまき のりまき いただきまーす!!」。彩り豊かな
具材が実に美味しそうな食べ物絵本です。

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。

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
キッズスクウェア福岡天神南

福岡市中央区渡辺通 2 丁目 1-82
電気ビル北館 2 階

キッズスクウェア福岡天神南は、地下鉄渡辺通駅から直通しているオフィスビルの中にあり
ます。交通の便も良く、福岡の中心地・天神、博多へは、目の前のバス停や地下鉄をご利用
されると大変便利です。室内は明るく開放的な空間となっており、大きな窓からは時々飛行
機が飛んでいるところも見え、お子さまにとても好評です。
デイケアのお子さまは、毎日ビル館内や敷地内の庭園、近くの公園へのお散歩へ出かけ、
四季折々の自然に触れたり、広々とした空間で体をたくさん動かしたりして過ごしております。
また、運動会や発表会など 1 年を通してお子さまの成長を見て頂ける機会を作っております。
◆デイケア(月極保育)
月 80 時間～週 5 日まで多彩なコースを設定しています。
お客様のライフスタイルに合わせてご利用いただけます。
◆一時預かり
お仕事の際や、ショッピング、美容院、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
0 歳児、1 歳児、2 歳児、キンダークラス
◆開設時間
平日 9：00～18：00（最大 7：30～20：30）
※土日祝は予約時のみ開設

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
：東京都港区赤坂 1-12-32
アーク森ビル 13 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：0120-086-720(平日 9:30～17:30 土日祝特別期間休)

URL：http://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

