夏の室内遊び～手作りおもちゃ～

新しいｈ

真夏の暑さにも負けず、元気いっぱい遊ぶ子ども達。思いっきり遊んで、いっぱい食べて、
しっかり寝て、体調管理に気をつけて元気に過ごしていきたいですね。太陽ギラギラの日中は
お家の中でひと休み。手作りのおもちゃで演奏会を楽しんでみてはいかがでしょう。
★カスタネット作り★ 材料：牛乳パック ペットボトルのふた 2 個

暑さも日々増していき、本格的な夏もすぐそこまで来ているようです。夏まつりや水遊びなど、お子さま
にとってワクワクする季節です。
その反面、高温多湿の環境を好むウイルスや細菌が活発に活動するため、夏特有の感染症が流行
する可能性が高まります。今年は、すでに夏風邪とよばれる各種ウイルス感染症が流行しはじめていま
す。体調管理に気をつけてまいりましょう。

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）

≪お盆期間の受付センター休業について≫
受付センターは、8 月 11 日（金・祝）～15 日（火）の期間、休業させていただきます。

≪ベビーシッターサービス≫
お盆期間のベビーシッターサービスのご予約について
・8 月 13 日（日）～16 日（水）はご料金を 25%割増とさせていただいております。
・8 月 11 日（金・祝）～16 日（水）のご予約・変更・キャンセルにつきましては、8 月 9 日（水）17：30
までにお願いいたします。以降、所定の手数料を申し受けます。
・8 月 17 日（木）のご予約・変更・キャンセルにつきましては、8 月 10 日（木）17：30 までにお願い
いたします。以降、所定の手数料を申し受けます。

≪家事代行サービス≫
お盆期間の家事代行サービスのご予約について
・8 月 11 日（金・祝）～16 日（水）のご予約・変更・キャンセルにつきましては、8 月 9 日（水）17：30
までにお願いいたします。
・8 月 17 日（木）のご予約・変更・キャンセルにつきましては、8 月 10 日（木）17：30 までにお願い
いたします。以降、所定の手数料を申し受けます。

使うもの：はさみ クレヨン セロテープ
作り方： 1 牛乳パックを開き、4 面を 1 面ずつに切り分ける
2 白い面が外側になるよう半分に折り、折り目をつける
3 白い面に好きな絵を描く
4 内側の 2 面、それぞれにペットボトルのふたの凹んでいる面を
下にして、セロテープでしっかり貼り付けたらできあがりです！

他にも空き容器やペットボトルにﾋﾞｰｽﾞを入れたマラカスなども手軽に
作れます。出来上がったら、お子さまと一緒に、音楽に合わせて、
タンタンと鳴らして遊んでみてくださいね♪
＊はさみや小さい材料の誤飲には十分注意してあげて下さい＊
ほけんだより「熱中症にご注意を！」

（厚生労働省・環境省 HP より引用）

夏期には４万人前後の方が熱中症で救急搬送されるなど、多くの方が熱中症になっていま
す。また近年、熱中症は屋外での発症だけではなく、屋内も含め、様々な場所・幅広い年齢
層で発生しています。正しい知識をもち、予防に努めてまいりましょう。
〈熱中症とは〉
日射病（戸外で強い直射日光にさらされたために起こるもの）、熱射病（暑い所に長時間
いたため起こるもの）をあわせて熱中症といいます。日射病は、顔が赤く息遣いが荒い・めまい・
頭痛・吐き気・汗が出ない症状が、熱射病は、顔は青白い・大量の汗が出て皮膚は冷たい・
めまい・吐き気などの症状が出ます。
〈予防のポイント〉
昼間の外出は、必ず帽子をかぶりましょう。また、バギーでのお出かけも照り返しで暑い
ので、短時間にしましょう。（海辺でも 30 分ごとには日陰へ。）水分補給については、甘味の
少ない飲み物にしましょう。服装は、蒸れにくく、汗を吸いやすいものを選びましょう。
〈熱中症になってしまったら〉
お子さまを涼しい場所に寝かせ、衣服をゆるめます。少量の水分を少しずつ与え、身体を
湿ったタオルで拭き、うちわなどで扇ぎます。首やわきの下、足の付け根に冷たいタオルを当
て、体を冷やしてあげましょう。
〈こんな時は医療機関へ！〉 ・唇が乾いている ・おしっこが出ない ・けいれんを起こす
・顔色が変わらず、呼びかけに返事がない ・体温が 40℃を超える

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 03-5797-7121）
9 月 9 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 30 日（水）10：40～11：40 ハービス PLAZA 6 階会議室にて
●模擬演習のご案内
【関東】 8 月 26 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 03-5797-7121）
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 8 月の目標
【総合Ⅰ】 推理（発見する楽しさ）
【総合Ⅱ】 構成（2 分割、3 分割）
手をつなぎましょう
表現遊び（波、魚）
ｋと
名称（魚、夏の野菜）
好きな食べ物はなんですか
【英語（関東）】 『Summer』
【英語（関西）】 『Kids Square Kids』
●キンダークラスの 8 月のカリキュラム
【年少】 数カード、リズム打ち、欠所発見、図形の合成 など
【年中】 季節カード、 属性の理解、太い ・細いの認知理解 など
【年長】 しりとりあそび、同図形の発見、前 ・後ろの理解 など
●今月のうた～キッズスクエアや教室で歌っている歌を紹介いたします～
「トマト」 「しゃぼんだま」

サマープランのご案内
毎年好評の「サマープラン」を今年も実施しております。
施設によってはすでに定員に達しているお日にちもございますので、ご希望の方はお早めに
各施設にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。





幼稚園やインターナショナルスクールの長期夏休みの期間に。
秋以降に月極保育を始める方の慣らし保育に。
夏休み期間の生活リズムを整えたい方に。
お友だちと楽しく遊ぶ機会をつくって、夏の思い出づくりに。

＜＜サマープラン実施中のキッズスクウェア＞＞
施設名

期

アークヒルズ
横浜ベイホテル東急
ＪＲゲートタワー名古屋
京都ホテルオークラ店
帝国ホテル大阪

7 月 10 日
7 月 18 日
7 月 24 日
7月3日
7月3日

間
～ 8 月 31 日
～ 9月 8日
～ 8 月 31 日
～ 9月8日
～ 9月8日

お問い合わせ
03-3583-9320
045-640-6008
052-446-6035
075-212-2080
06-6357-7711

ハービスＯＳＡＫＡ

7月3日 ～ 9月8日

06-6343-7530

ＪＲ長岡京

7月3日 ～ 9月8日

075-963-5514

7月3日 ～ 9月8日
7 月 10 日 ～ 8 月 31 日

06-4708-8115
092-739-6900

中之島フェスティバルタワー
福岡天神南

●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～
「カーテンふわり」（澤口 たまみ 文/ どい かや 絵）
「カーテンの むこうに だれか いるよ。にゃお みゃお にゃおん」
「カーテン ふわり。あっ、ねこさん」レースのカーテンが舞い上がると、
窓から生き物たちが姿を見せます。赤ちゃんが喜ぶ、いないいないばあの絵本です。
「すすめ ろめんでんしゃ」（のさか ゆうさく 作）
赤い路面電車が町なかにやってきました。
人や車の行き交うにぎやかな通りを進み、停留所でお客さんを乗せて走ります。
夏の朝の日射しを受けて走る路面電車を温かく描いた乗り物絵本です。

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。

◎環境省の熱中症予防情報サイトより、暑さ指数の実況と予測をご確認いただけます。パソコン、
携帯、スマートフォンからご覧いただくことができ、メール配信サービスもございます。
熱中症予防に、是非ともご活用ください。
http://www.wbgt.env.go.jp/ またはこちらのＱＲコードにアクセスしてご覧ください→

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
名古屋営業所：愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー2 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

毎年大好評の「サマープラン」を今年も実施しております。
一時預かりよりもお得にご利用いただけます。

