正しい手洗いで感染予防をしよう

新しいｈ

（参考：消費者庁）

☆手洗いの前に、爪は短く切っておきましょう☆

今年も残すところあとわずかとなりました。はいはい、つかまり立ち、発語、お友だちとの関わ
り、衣服の着脱など、この 1 年のお子さまの成長を嬉しく感じます。
お正月はおじいちゃんおばあちゃん世代から孫へと、昔の遊びを伝承していく良い機会です。
日本には伝統的な正月遊びがいくつかございますが、目隠しをした状態で、顔の輪郭を描いた
紙に目・鼻・口などのパーツを置いていく「福笑い」も、「笑う門には福来る」のことわざから、正月
遊びの定番となっています。 出来上がった顔は想像以上に面白く、初笑いにぴったりです。
お子さまに家族の似顔絵を描いてもらい手作りの福笑いを作るのもおすすめです。
お正月は正月遊びを通して、家族の時間をより楽しんでくださいね。

石けんを十分な流水で洗い流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取り乾かしましょう。

是非、お子さまと一緒に正しい手洗いを習慣づけ、感染予防に努めてください。
ほけんだより ～感染性胃腸炎に要注意！～

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）

●受付センター年末年始の営業について
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。
12 月 27 日（火） 17：30 までの受付となります。
12 月 28 日（水）～1 月 4 日（水） は休業させていただきます。
●ベビーシッターサービス、家事代行サービスのご予約について
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 28 日（水）～1 月 5 日（木）のご予約・変更・キャンセル は 12 月 26 日（月）17：30
までにお願いいたします。
1 月 6 日（金）のご予約・変更・キャンセル は 12 月 27 日（水）17：30 までにお願いします。
以降のご連絡の場合、所定の手数料を申し受けます。
※12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火）のベビーシッターサービスご料金は通常の 25％割増と
させていただきます。

感染性胃腸炎とはノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが原因で、吐き気やおう吐、下
痢、腹痛などの症状が見られ、発熱する場合もあります。下痢やおう吐がある場合は早めに
病院で診てもらいましょう。また、吐物や便にはウイルスが含まれているので適切な処理をし、
片付け後は、手洗い・うがいをきちんと行ってください。おう吐したお子さま本人は心身ともに弱
っています。傍に寄り添い「大丈夫だよ」「しんどかったね」と、お子さまが安心できるお声掛けを
してあげたいものです。
＜おう吐のあとの水分摂取のお約束＞
・おう吐の時は脱水を心配して、すぐに水分摂取を促そうとしがちです。まず 1 時間ほど何も飲
ませず胃腸を休ませてから、ひと口飲み、おう吐しないことを確認し、少しずつ飲ませてあげま
しょう。
（参考：全国保育協議会会報ぜんほきょう 2016 年 9 月 ）
＜汚れた衣服は・・・＞
85℃の熱湯に１分以上浸けるか、塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム約 5％含有の物）を
↳1L のペットボトルの水に、
0.02％に薄め、消毒します。
塩素系漂白剤４ml(ペットボトルのキャップ 1 杯)
消毒ができたら洗濯機に入れても大丈夫です。
汚れた場所もしっかりと消毒を行いましょう。
☆弊社では、おう吐物や便等で汚染された衣服は、ビニール袋に密閉して持ち帰ってもらうよ
うにしています。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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】 『幼稚園受験とは』 （予約制：03-5797-7121）
2 月 18 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 1 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

●年末年始の営業は下記の通りです。ご確認ください。
☆の施設につきましては 12/29（木）～1/3（火）の期間、ご利用料金を 25％割増とさせていただきます
1/1（日）、1/2（月）休業
受付センター

12/28（水）～1/4（水）休業

12/29(木)～1/3（火）休業
12/28(水)、1/4(水)は17時まで
12/29（木）～1/3（火）は

丸の内東京ビル

☆京都ホテルオークラ店

12/22（木）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（日）休業

☆ハービス OSAKA

1/2（月）、1/3（火）は 12/22
（木）までにご予約いただいた日

『ゆきのひのおかいもの』（小野寺

☆有明セントラル
タワー

時のみ開設。1/4(水)のご予約

1/1（日）～1/3（火）休業
☆中之島フェスティバル
タワー

12/22（木）までにご予約いただ
いた日時のみ開設。12/31(土)
は 17 時までの営業。1/4(水)の

悦子 文/菅野 博子 絵）

犬のクロくんが、おばあさんに頼まれ、カゴをくわえてお買い物。お店の人は
メ
メモを見て、品物を入れ、代金をとってくれます。そのうちに雪が降ってきま
し
した。どんどんどんどん雪が降ってきても、クロくんはまっすぐ前を向き、健気
に歩いていきます。おばあさんの待つ家へ。クロくんとおばあさんの、しみじみと心温まるお話です。

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。

☆横浜ベイホテル東急

12/31（土）～1/2（月）休業
12/29（木）～1/3（火）は
基本開設時間 12：00～17：00

12/29（木)～1/3(火）休業

12/23（金）～12/29（木）及び
1/4（水）、1/5（木）は 12/22
（木）までにご予約いただいた日

12/31（土）～1/3（火）休業
☆アークヒルズ

12/29（木）、12/30（金）は

☆東京スクエア

12/22（木）までにご予約いただ

ガーデン

いた日時のみ開設。1/4(水)の
ご予約は 12/22(木)までに。

ご予約は 12/22(木)までに。
☆六本木ヒルズ

12/29(木)～1/3（火）休業

時のみ開設。

は 12/22(木)までに。

明美 文/大島 妙子 絵）

お昼ごはんの時間です。「あみちゃんが あーん」「もぐもぐ がじがじ もぐもぐ
がじがじ ごっくん」。ごはんを勢いよく食べる子どもたちを描いた作品です。

12/31（土）、1/3（火）は

12/30（金）～1/3（火）休業

12/29（木）～12/31（土）及び

12/29 （ 木） ～ 12/31 （ 土） は

『もぐもぐ かじかじ』（中野

日本橋室町

☆帝国ホテル大阪

●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
●今月のうた～キッズスクウェアや教室で歌っている歌を紹介いたします～
「たこのうた」 「雪のペンキやさん」
●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～

銀座三越

10：00～18：00 で営業
JR 長岡京

【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）
『Body Parts』（関西）

ｋと

キッズスクウェア年末年始のお知らせ

☆さいたま
スーパーアリーナ
☆東京ドーム
ホテル

12/22（木）までのご予約にて開
設
12/29（木）～1/3（火）は
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：www.alpha-co.com e-mail : akcyoyaku@alpha-co.com

