七夕飾り～短冊づくり～

新しいｈ

季節ならではの花が少しずつ色付き始め、梅雨入りとなりました。雨の日は室内での活動が多くなりま
すが、子ども達のエネルギーが発散できる場所や遊びを工夫しながら梅雨の時期を楽しく過ごしていきた
いと思います。
雨の季節のお出かけには、傘をさしてレインコートを着て、雨靴をはいて・・・。時には水たまりに入って
濡れてしまったり・・・。身体で体感した事はずっと記憶に残りますし、子どもにとっては知識とともに体験や
経験をすることは重要です。雨が続いたりすると、何となく気持ちが沈みがちですが、あじさいの花を見た
り、かたつむりを探したり、雨上がりに虹が見られたりしたら、幸せな気持ちになりますよね。お子さまと楽し
いことを見つけてみてはいかがでしょうか。

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）

●ベビーシッター派遣事業割引券のご案内
・1 日 2,200 円の割引券がアルファコーポレーションでご利用いただけます！
この機会にベビーシッターサービスをぜひご活用ください。

【ご利用の手順】
１． ご勤務先が（公社）全国保育サービス協会の承認企業かご確認ください。
２． ベビーシッターを利用申し込み後、ご勤務先より割引券の交付を受けてください。
３． ベビーシッターご利用当日、１日１枚割引券をご提出ください。2,200 円を割引いたします。
※詳しくは「全国保育サービス協会」の HP をご確認ください。
●「キッズスクウェアの一時預かり」「ベビーシッターサービス」のご予約の際は、
簡単便利なＷＥＢ予約を是非ご利用ください！
・スマートフォンまたはパソコンにて 24 時間いつでもアクセス可能です。
・ID/PW の発行で 2 回目以降はスムーズにご予約可能、メールで
予約状況を確認可能です。是非ご活用ください！
【ご利用方法】
こちらのＱＲコード、または http://www.alpha-co.com にアクセスして
「ご予約はコチラ」をクリックしてください。
※ＷＥＢ予約ではご利用日の 1 週間前までご予約が可能です。（特別休業期間を除く）
※施設のご予約状況によってはご希望に添えかねる場合もございますので、お早目にご予約頂きますようお願い申し上げます。

7 月 7 日は七夕。本来は和歌や習字等、芸事の上達を願い短冊に書く風習でしたが、現在では
七夕飾りの短冊に願い事を書いて飾り、星にお祈りをする風潮があります。
しかし、悩むのが短冊に書く願い事です。
字がまだ書けないお子さま、願い事は？と聞いてもなかなか浮かばないお子さま、
お子さまの願い事に、何を書けば良いのか？そんな、保護者さまの悩みを解決していきましょう。
☆お子さまに、将来、何になりたいかを聞いてみましょう
しかし意味が分からないお子さまが多いのではないでしょうか。
意味が分かれば、もちろんそのまま書いても良いですが、意味が分からないご様子の場合…
☆お子さまの好きなものを聞いてみてください
食べ物なら→その食べ物をお腹いっぱいに食べたいという願い
テレビや架空のヒーローなら→その人物になりたいという願い
こんな感じで当てはめてみては、いかがでしょうか。
たとえどんな願いでも、お子さまご自身の意見を尊重してあげてくださいね。
☆願い事が決まりました！短冊に願い事を書きましょう
字が書けないお子さまの場合、大人が鉛筆で下書きをして、お子さまがなぞる。
又はお子さまの手を取り一緒に文字を書く。字が書けないからと大人が書いてしまうのではなく、
お子さまと一緒に、楽しく会話をしながら作ってみてはいかがでしょうか。

ほけんだより「食中毒にご注意を！」
参考：厚生労働省ＨＰより
梅雨の時期から夏の終わりまでは、食中毒が多発する危険シーズンです。食中毒には、しっかり
した予防と対策が必要です。
そこで、家庭で食中毒を予防するポイントを 6 つご紹介致します。
これからの季節、子どもたちの健康と食の安全を守るために、是非役立てて下さいね。
ポイント 1・食品の購入
消費期限を確認しながら、新鮮な食材を購入しましょう
ポイント 2・家庭での保存
持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
ポイント 3・下準備
台所を見渡し、清潔かどうかを確認しましょう。
ポイント 4・調理
加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
ポイント 5・食事
清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
ポイント 6・残った食品
ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめましょう。

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】 『面接について』 （有料：申込制 03-5797-7121）
7 月 22 日（土）11：00～12：00 キッズスクウェア アークヒルズ教室にて
【関西】 『願書の書き方について』 （有料：申込制 075-212-7555）
7 月 5 日（水）10：40～11：40 ハービス PLAZA 6 階会議室にて
●夏期講習のご案内
【関東】 7 月 22 日(土) 11：00～12：00
7 月 23 日(日) 10：30～12：00 の 2 日間
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 7 月の目標
ｋと 【総合Ⅰ】 友だちと遊ぶ楽しさを味わう
【総合Ⅱ】 属性の理解
大きい小さいに気づく
リズム歩き（2 分音符、4 分音符）
模倣を楽しむ（ありさん）
朝ごはんは何をたべましたか？
【英語（関東）】 『Marine』
【英語（関西）】 『Senses』
●キンダークラスの 7 月のカリキュラム
【年少】 文字カード、仲間さがし、図形の合成、長短の比較 など
【年中】 季節カード、 同図形の理解、動作の言葉、 数の確認 など
【年長】 色カード、図形の構成、風呂敷を使って包んでみよう 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～
「七夕」 「海」
●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～
「ピッピちゃん」 （田村 ゆう子 作）
小鳥のピッピちゃんは、いつも楽しそう。「ぴっぴっぴ」と歌を歌って、
「もぐもぐもぐ」とごはんを食べたら、「しゅっ しゅっしゅっー」と尾羽のそうじ。
リズムがよい軽快な文章にのせて、楽しく遊ぶ小鳥を刺繍で描きます。
「おおきくなってね」 （ごんもり なつこ 作）
「ちいさな ちいさな きゅうりの あかちゃん おおきくなってね」
やさしい語りかけのことばでページをめくると、ずんずんと大きな実になった
きゅうりが描かれます。なす、ピーマン、すいかの花が実になる様子が、
精緻な筆づかいで生き生きと描かれる野菜の絵本です。

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。

サマープランのご案内
毎年大好評の「サマープラン」を今年も実施中いたします。
一時預かりよりもお得にご利用いただけます。
 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。
 秋以降の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。
☆サマープラン実施施設
施設名

期

アークヒルズ
横浜ベイホテル東急
京都ホテルオークラ店
帝国ホテル大阪
ハービスＯＳＡＫＡ
ＪＲ長岡京

7 月 10 日
7 月 18 日
7月3日
7月3日
7月3日

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

7月3日 ～ 9月8日
中之島フェスティバルタワー
7月3日 ～ 9月8日
福岡天神南
7 月 10 日 ～ 8 月 31 日
詳細につきましては各施設にお問い合わせください。

お問い合わせ
03-3583-9320
045-640-6008
075-212-2080
06-6357-7711
06-6343-7530
075-963-5514
06-4708-8115
092-739-6900

ご家庭での水遊び・プール遊びに向けて
☆楽しい水遊び・プール遊びにするために、ご家庭でも健康管理を十分にしてあげてください
□顔色は悪くありませんか？ □爪は伸びていませんか？ □空腹時・満腹時ではないですか？
□前日、よく眠れましたか？ □目やにや充血はありませんか？ □皮膚に異常はありませんか？
□せき・鼻水・熱などの症状は出ていませんか？□排便の有無・状態は？
☆水遊び中は絶対に目を離すことがないようにしてあげてください
夏の暑さに負けず、是非家族皆さんで水遊びを楽しんでくださいね。

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
e-mail : akcyoyaku@alpha-co.com

