ほけんだより～感染性胃腸炎を予防しましょう～

新しいｈ

本格的な冬になり、朝晩の冷え込みが大変厳しくなってまいりました。「どうして寒いと息が白くな
るの？」そんな質問がお子さまから聞こえてきます。寒さとともに空気が乾燥し、風邪が流行り始め
る季節です。水が冷たく感じますが、手洗いうがいをしっかりして、予防をしてまいりましょう。
年の瀬は1年の汚れをきれいに掃除する時期です。ご家庭の埃取りや雑巾がけなど、お子さまと
会話を楽しみながら一緒に行ってみてはいかがでしょうか。小さなサイズのほうきや雑巾があれば、
子どもの手の大きさでも扱いやすく、掃除への意欲や好奇心に繋がります。忙しい時期ではあります
が、お子さまとの触れ合いを大切に、1年の締めくくりを迎えたいものですね。

お知らせ
１．受付センターの営業時間変更について
このたび、受付センターの営業時間を以下の通り変更させていただくことになりました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
受付時間
変更日

月～金 10：00～17：00 （土日祝/特別期間休業）
2018 年 1 月 4 日（木）～

２．キッズスクウェアハービスOSAKA サービス変更のご案内
キッズスクウェアハービスOSAKAは、現在の常設型から、一時預かりサービスのご予約に応じた開設
型に変更させていただくことになりました。
ご利用可能時間： ８：００～２２：００ 左記以外のお時間は早めにご相談くださいませ
※ご利用は、２時間以上３０分単位です（変更はありません）
※ご利用料金に、変更はございません

●一時預かりのご予約方法の変更
ご予約方法： 受付センターの３営業日前までに、お願い申し上げます
ご連絡先： 受付センター ０１２０－０８６－７２０
弊社HPからのWEB予約 http://www.alpha-co.com/ （約１週間前迄）

参考：厚生労働省ＨＰより

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、
特に冬季に流行します。ノロウイルスは手指や食品などを介して、おう吐、下痢、腹痛などを
起こします。子どもは特に、重症化したり、嘔吐物を気道に詰まらせてしまうことがあります。
ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は対症療法に限られます。
ご家族の皆様で次の予防対策を徹底しましょう。
①食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。
②下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
③胃腸炎患者に接する方は、患者の糞便や嘔吐物を適切に処理し、感染を広げない
ようにしましょう。 ＊塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム約 5％含有の物）を 0.02％に薄め、消毒しましょう
参考：消費者庁ＨＰより

誤飲・誤嚥にご注意を！

子どもがおもちゃ等を口に入れ、気管に詰まらせてしまう誤嚥事故。2017 年 11 月消費者
安全調査委員会より事故報告書が公表されました。下記防止策を今一度確認しましょう。
●食事前には、玩具等の異物が口腔内にないことを確認する。＊窒息するとは考えにくい
大きさと形状の物であっても、粘度のある液体等と混じることで窒息する可能性があるため
●玩具購入時には対象年齢を確認し、年齢に満たない場合は購入を控える。特に６～20
㎜の大きさの物は、窒息の可能性があるため、子どもの手が届く範囲に置かない。

＜受付センター＞

ごあんない

TEL：0120-086-720 FAX：0120-086-785
※月～金 9:30－17:30 （土日祝/特別期間休業）
2018 年 1 月 4 日から 10:00-17:00 へ変更します。

１．受付センター年末年始のご案内
年末年始の受付センター営業時間は
下記の通りでございます。
12 月 27 日（水） 9:30～17:30
12 月 28 日（木）～1 月 3 日（水） 休業

２．ベビーシッターのご予約・変更・キャンセルの取扱いは下記の通りです。
お忙しい中ではございますが、お早めにご連絡くださいませ。
●12 月 28 日（木）～1 月 4 日（木）分は、12 月 26 日（火）17：30 まで
●１月 5 日（金）分は、12 月 27 日（水）17：30 まで

●デイケアサービスならびに創造体験学習教室は、2018年3月31日をもちまして終了いたします。
皆様の長年にわたるご愛顧に心から感謝申し上げますとともに、引き続き、キッズスクウェア帝国ホテル
大阪、中之島フェスティバルタワーにてご利用いただけますようお願い申し上げます。

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（金）～1 月 3 日（水）のご料金は通常の 25％割増とさせていただきます。

幼児教室『創造体験学習教室』

●セミナーのご案内
【関東】 『子育てセミナー：あそびについて』 （予約制 03-5797-7121）
2018 年 2 月 3 日（土）10：00～
キッズスクウェア六本木ヒルズにて
『幼稚園受験セミナー：幼稚園受験とは』 （予約制 03-5797-7121）
2018 年 2 月 3 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）
2018 年 2 月 7 日（水）10：40～ ハービス PLAZA 6 階会議室にて

キッズスクウェア年末年始のお知らせ
●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（金）～1/3（水）の期間、ご利用料金を 25％割増とさせていただきます
受付センター

12/28（木）～1/3（水）休業
12/29(金)～1/3（水）休業

JR 長岡京

12/28(木)、1/4(木)は 17 時まで
1/4(木)のご予約は 12/25(木)まで

●プレスクール 1 月の目標
【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
整理整頓しましょう
お話の記憶・常識・数の一致
【英語】
『Happy New Year』（関東）
『Kids of the World』（関西）
●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」

銀座三越
☆ＪＲゲートタワー
名古屋

1/1（月）、1/2（火）休業
通常営業
（定員が少なくなりますのでお早め
にご予約下さい）

☆帝国ホテル大阪

12/29（金）～1/4（木）は

丸の内東京ビル

12/29（金)～1/3(水）休業

☆京都ホテルオークラ店

12/25（月）までにご予約いただいた

丸の内永楽ビル

1/4(木)のご予約は 12/25(月)

☆福岡天神南

日時のみ開設

永田町

まで

1/1（月）休業

☆ハービス OSAKA

12/29（金）～12/31（日）及び 1/2

☆アークヒルズ

（火）、3（水）は 12/25（月）までに

☆東京スクエア
ガーデン

ご予約いただいた日時のみ開設。
1/4(木)のご予約は 12/25（月)まで

☆さいたま
スーパーアリーナ

1/1（月）～1/2（火）休業

☆中之島フェスティバル
タワー

12/29（金）～12/31（日）及び 1/3
（水）～1/4（木）は 12/25（月）まで

12/31（日）～1/3（水）休業
12/29（金）、12/30（土）、1/4(木)
は 12/25（月）までにご予約いただ
いた日時のみ開設。

12/26（火）までのご予約にて開設
12/29（金）～1/3（水）は

☆東京ドーム

にご予約いただいた日時のみ開設。

ホテル

開設時間 11：00～17：00
（時間外のお預かりもご相談
下さい）

●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～
「ふわふわふうせん」 （白川 三雄 作）
いろいろな動物たちがそれぞれ思い思いの乗り物に乗ってやってきます。
手には色とりどりのふうせんを持っています。最後に、わにさんが
大きなふうせんを膨らましています。さて、どうするのかな？
「おもち」 （彦坂 有紀 もりといずみ 作）
網の上におもちをのせて、さあ焼こう。じりじりじりじり、おもちがだんだん
熱くなる。ちりちりちりり、ほんのり裏が焼けてきた。もう、焼けたかな？

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。

12/29（金）～1/3（水）は

12/31（日）～1/2（火）休業

☆六本木ヒルズ

1/3（水）のご予約 は 12/25（月）

☆横浜ベイホテル東急

まで

開設時間 12：00～17：00
（時間外のお預かりもご相談
下さい）

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)
2018 年 1 月より受付時間が変更となります（前記参照）

URL：http://www.alpha-co.com

