新しいｈ

ごあんない

●ベビーシッターサービス
皆さまご存知でしょうか？さまざまな割引チケットがご利用になれます。

新春のお慶びを申し上げます。 新しい一年が、お子さまにとって、また保護者の皆様にとって笑顔がた
くさんの年になりますよう、お祈り申し上げます。
2 月 3 日は節分です。「福豆」以外にも、「恵方巻き」や、「節分いわし」「節分そば」など節分に食べる
食べ物はいくつかあります。恵方巻きは 7 種類の具が入った太巻きをその年の恵方を向いて食べるという

★ウェルボックス ⇒ベビーシッタークーポン ★えらべる倶楽部⇒育児補助券
★福利厚生倶楽部⇒リロチケット 300、700、1000 // キッズ do(就学児対象)
★ベネフィットワン⇒ＢＳカフェクーポン、すくすく手帳 ★杉並区⇒杉並区子育て応援券
★全国保育サービス協会⇒ベビーシッター育児支援券、双生児家庭育児支援、産前産後支援

等々お得にご利用ください。ご不明な際は受付センターまでお問い合わせください！
※チケットは必ずサービス当日ナニーにお渡しください。

もので、関西から全国へ広まりました。節分いわしとは、邪気を払うために玄関にいわしの頭を柊に差して
飾った事が由来しており、西日本を中心として節分にいわしを食べる習慣があります。また節分そばは、
立春前日の節分を大晦日と同じように考え、厄払いでそばを食べるというものです。節分という節目に、

受付センター
TEL 0120-086-720 FAX 03-5797-7122
月～金 9：30‐17：30（土日祝特別期間休業）

それぞれの由来を意識しながらご家族で召し上がってみてはいかがでしょうか。
ほけんだより ～感染症における出席停止にご理解を～
ちなみに、2017 年は北北西です。

おうちの中での遊びのご提案

感染症の流行する季節が本番となりました。
下記の感染症は空気感染又は飛沫感染し、お子さまの罹患が多く、集団生活において流行を広げる可能性
が高いです。ここで改めて、主な感染症における出席停止の期間についてご紹介いたします。
病名

出席停止期間

（参考：文部科学省）

インフルエンザ

発症した後(発熱の翌日を 1 日目として) 5 日を経過し、かつ、解熱した後 3 日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで。又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん（はしか）

解熱した後 3 日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張の発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が

（おたふくかぜ）

良好になるまで

風しん

発疹が消失するまで

水痘（みずぼうそう）

全ての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜炎

発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後 2 日を経過するまで

※ただし、病状により医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません
＊その他の感染症、詳細につきましては、
文部科学省ＨＰ「学校において予防すべき感染症の解説」をご参照ください＊

集団生活において、感染症の流行は避けられないものです。第一にお子さまの健康回復、また二次感染を最
小限に抑えるためにも、出席停止におけるご理解をいただけますと幸いです。

寒い日が続いて外遊びに行けなかったり、インフルエンザや風邪などの感染予防のために人混みに子ど
もを連れて行くのも躊躇するこの時期に、親子でできる簡単な室内遊びをご紹介します。
★手指を使った遊びで、巧緻性や感覚を養いましょう
・新聞紙などをﾋﾞﾘﾋﾞﾘやぶり、紙吹雪のようにして遊ぶだけでも楽しめます。
ビニール袋に入れて、風船あそびに展開できます。 （色紙を使うときれいです）
最後にはしっかりと手洗いを。正しい手洗いの練習をご一緒に。
★ごっこ遊びで、想像力を豊かに！
・ままごと遊びは、子どもたちの大好きな遊びの１つ。各園でもままごと道具などを使いエプロンを身に
つけごっこ遊びを楽しんでいます。ご家庭では一歩進んでクッキングに挑戦してみてはいかがで
しょうか。
クッキーの型ぬきやアイシングは小さなお子様も楽しめます。(生地は市販のものを使うと手軽です)
テーブルを拭いたり、お皿を並べたり・・・.小さなママが大活躍してくれます。
★簡単なルールが分かるようになったら、遊びの幅が広がります！
すごろくやカードゲームなどもたくさん市販されていて、お店にいくだけでもワクワク！
お魚釣りゲームは簡単に作れて遊べます。（厚紙に魚などを描いて色を塗って切り取り、口にクリップ
をつけセロテープで留める。割りばしの釣竿にタコ糸とマグネットをつけて出来上がり！

幼児教室『創造体験学習教室』
幼児教室 (創造体験学習教室)

オリジナル木製知育玩具のご案内

●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 2 月の目標
【総合Ⅰ】 冬から春へ 季節の変化に気づきましょう
わらべ歌で楽しんでみましょう
お友達との関わりに興味を持ちましょう
【総合Ⅱ】 生活習慣のまとめ（総合）
ルールに気づき、守りましょう
ｋと
長いお話を聞くことができる
【英語】 『Winter』（関東） 『Family』（関西）

【Sort and Match】

【Little Loco】

ソートアンドマッチ

●キンダークラス 2 月のカリキュラム
【年少】 左右の理解、図形の合成あそび、なかま探し、ぬり文字 など
【年中】 絵の欠所発見、加法の理解、箱を作る、様子の言葉 など
【年長】 絵の記憶、短文記憶、推理、しりとりあそび、図形さがし 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～
「コンコンクシャン」 「雪のこぼうず」
●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～

『ちゃぷちゃぷ ぷーん』（徳田之久

● キッズスクウェア木製知育玩具シリーズの魅力
キッズスクウェアの木製知育玩具シリーズは木のぬくもりと安全性を重視したヨーロッパ仕様の
デザイン性の高い木製知育玩具です。
お子さまの年齢に応じた幅広い遊びが展開でき、楽しい遊びの中から自然なかたちで発達を
促すことができます。
全国で展開している『創造体験学習教室』でも教材として採用しております。
お誕生日プレゼント、出産祝いのプレゼントにいかがでしょうか。

リトルロコ

【Creative Peg Board】
クリエイティブペグボード

対象年齢：2 歳以上

対象年齢：2 歳以上

対象年齢：3 歳以上

4 種類のカラフルな幾何学図形が

複数のパーツを組み合わせて遊

木製ボード、3 種類のカード、大き

セットになっています。ボードのペグ

びます。パーツごとにペグの幅や

さが 2 種類あるペグ各 5 色が入っ

の数とパーツの穴の数とを合わせ

数が違うので、思考力、創造

ています。カードやペグの組み合わ

ながら、パーツを積み重ねて遊び

力、集中力を育みます。ペグさし

せ方で、たくさんのバリエーションが

ます。

による指先の感覚も養います。

楽しめます。

価格：2,500 円（税別）

価格：4,000 円（税別）

価格：3,600 円（税別）

分/及川賢治 絵）

「ぞうさん みずあそび ちゃぷちゃぷじゃー」「くまさん おすもう どすどすどっすん」
ぶたはでんぐり返し、さるは逆立ち。楽しい音とリズムにあわせ、動物たちが
画面いっぱいにいろいろな遊びをします。

『てじなのやかた～てじな２～』（土屋富士夫

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)

作）

手品師が「あんどら いんどら うんどら！」と呪文を唱えると、箱は瞬間
移動し、ボールが亀に、スイカがカメレオンに早変わり。道に迷い、てじな
のやかたへたどり着いた親子に、手品師がとびきり楽しい手品を次々と
披露します。

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。

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 ･ 市ヶ谷
【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

