お知らせとお願い

新しいｈ

今年もいよいよあとわずかとなり、寒さが身に染みるようになってまいりました。
冷たい風に鼻を赤らめながらも、元気に遊ぶお子さまたちの姿にたくましさを感じるこの頃です。
大きくたくましく成長されたこの 1 年をご家族一緒に振り返ってみてはいかがでしょう。
またクリスマスにお正月休みにと、楽しいことがたくさんあります。
休み明けには、たくさんのお話が聞けることを楽しみにしています。
昔の人たちは、年の初めには「年神様」という神様がいらっしゃって、豊かで幸せな年を与えてくださると
信じていました。この年神様をたたえて、新しい 1 年の健康を祈り、実り豊かであって欲しいという願いを
込めて交わしたのが「おめでとう」というお祝いの言葉です。1 月 1 日には、年神様を迎えるお祭りを
します。これがお正月だとされています。昨今はクリスマスがもてはやされがちですが、長い歴史の中で
育まれた豊かな日本の文化も大切にしていきたいものです。よいお年をお迎えください。
ごあんない

受付センタ－ TEL：0120-086-720
※月～金 10:00－17:00 （土日祝特別期間休業）

●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す。ご確認ください。
年末 ： 12 月 27 日（木） 17：00 まで
年始 ： 1 月 4 日（金） 10：00 より
※12 月 28 日（金）～1 月 3 日（木） は休業させていただきます。
●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、早めのご連絡をお願いいたします。
12 月 28 日（金）～1 月 4 日（金）のご予約・変更・キャンセル→12 月 26 日（水）17：00 まで
1 月 5 日（土）のご予約・変更・キャンセル→12 月 27 日（木）17：00 まで
※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（土）～1 月 3 日（木）のご利用料金は通常の 25％割増とさせていただいております。
～お子さま体調不良時のベビーシッターサービスご利用について～
お子さまの発熱や体調不良時にも、ベビーシッターサービスをご利用いただけます。
お問い合わせの際にお子さまの症状（経緯、体温、投薬の有無など）を詳しく
お知らせください。投薬の必要があるときは「投薬依頼書」にご記入を
お願いいたします。また、ナニーがマスクや手袋を着用してお世話をさせて
いただくこともございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

★★デイケアサービス「日数指定コース」募集終了のお知らせ★★
このたび、デイケアサービスの「日数指定コース」 の新規募集を中止させていただくこととなり
ましたので、ご案内申し上げます。現在ご利用中のお子さまにつきましては、現在と同条件
のご利用に限り、引き続きご利用いただけます。また、「日数指定コース」のご継続者様には
弊社事由によらない（台風・地震等の天災、計画運休その他お子さま・スタッフの安全確保
のため等）臨時休業におきましては、2 か月以内のデイケア対象日に振替利用ができるよう
にさせていただくことといたします。

★★お子さまの体調管理（発熱時）に関するお願い★★
以下に該当する場合には、登園を控えることが望ましいと言われています。ご協力をお願い
します。
 24 時間以内に、38℃以上の熱が出た場合や、又は解熱剤を使用している場合。
 朝から 37.5℃を超えた熱があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく朝食・
水分が摂れていないなど全身状態が不良である場合。
※例えば、朝から 37.8℃の熱があることに加えて、機嫌が悪く、食欲がないなど全身状
態が不良な場合、登園を控えるのが望ましいと考えられる。
一方、37.8℃の熱があるが、朝から食欲があり機嫌も良いなど全身状態が良好な場合、
一律に登園を控える必要はないと考えられる。
（例示した発熱時の体温はめやすであり、個々の子どもの平熱に応じて、個別に判断が
必要）
「保育所における感染症ガイドライン（2018 年改訂版）別添３ 抜粋」
弊社では、37.5℃を目途に保護者様にご連絡の上、状態に応じてお迎えをお願いしており
ます。体調不良が認められた場合は、37.5℃以下でもご連絡の上お迎えをお願いすることも
ありますのでご了解ください。
普段から元気な時の平熱を知っておくことも大切です。必ずお知らせください。（デイケアノー
ト表紙裏面にご記入をお願いいたします。）
ほけんだより～マイコプラズマ肺炎～

参考：ＮＩＩＤ国立感染症研究所ＨＰ

最初は風邪と似た症状が現れ、1～2 日遅れて咳が出始め、
1 ヶ月くらいしつこく続くのが特徴です。特に早朝や就寝前に
酷く咳き込む傾向があります。咳が長引き、なかなか改善されない
場合は、治療薬があるので受診をしましょう。潜伏期間が長く（14～21 日）感染源の特定は困難
ですが、熱やアルコールに弱いので、消毒薬を使用することで予防ができます。咳で感染が広がる
ため、手洗い・うがいなどもこまめに行いましょう。また、風邪やインフルエンザと同様、免疫力が
弱っている時にかかりやすいので、栄養や睡眠をしっかりとり、規則正しい生活を心がけましょう。

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】 『幼稚園受験セミナー：幼稚園受験とは』 （予約制 03-5797-7121）
2019 年 1 月 19 日（土）11：00～12：00 キッズスクウェア六本木ヒルズにて
『子育てセミナー：あそびについて』 （予約制 03-5797-7121）
2019 年 2 月 9 日（土）10：00～10：50 キッズスクウェア六本木ヒルズにて

●プレスクール 1 月の目標
【総合０】・○、△、□であそびましょう ・同じ形との出会い
・全身を使ってリズムを楽しみましょう
【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
ｋと
・お話の記憶・常識 ・数の一致
【英語】 『 Baby Parts 』
●キンダークラスの 1 月カリキュラム
【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～
「こいぬのくろちゃん」 （きもと ももこ さく） 福音館書店
「おなかが すいたよ きゅう きゅう きゅう」とないていた子犬のくろちゃん。
ご飯を食べたらご機嫌になりました。今度は「あそんで ほしいよ
きゅう きゅう きゅう」となき始め……。
くるくる変わるくろちゃんの表情や動きとともにお楽しみください。
「すきとおりすけのすけ」 （大槻 あかね 作） 福音館書店
姿形が見えない、すきとおりすけのすけ。鳥のフンが落ちて頭のてっぺんが
見え、スパゲッティのソースがはねて、胸のあたりがわかります。
すけのすけと、初めて出会う人との交流を温かく凝縮して描きます。
薄い水色を基調とした繊細で美しい、不思議な世界に読者を誘ってくれます。

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。

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（土）～1/3（木）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
JR 長岡京

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

銀座三越
☆ＪＲゲートタワー
名古屋

☆帝国ホテル大阪

12/29（土）～1/3（木）は

丸の内東京ビル

☆京都ホテルオークラ店

12/25（火）までにご予約いただいた日

丸の内永楽ビル

☆福岡天神南

時のみ開設

永田町

☆中之島フェスティバル
タワー

☆さいたま
スーパーアリーナ

12/30（日）～1/3（木）休業
12/29（土）はご予約時間のみ開設。
ご予約は 12/25(火)までに。

12/29（土)～1/3(木）休業

☆東京スクエア
ガーデン

12/29（土）、12/30（日）及び
1/4(金)のご予約は 12/25(火)ま
でに。

ホテル

12/29（土）～1/3（木）は
基本開設時間
11：00～17：00

12/30（日）～1/2（水）休業
☆六本木ヒルズ

12/29（土)～1/3(木）休業

12/31（月）～1/3（木）休業

☆東京ドーム
12/25(火)までのご予約にて開設

1/1（火）、1/2（水）休業

12/29(土)、1/3(木)は 12/25(火)まで
にご予約いただいた日時のみ開設

☆横浜ベイホテル
東急

12/29（土）～1/3（木）は
12：00～17：00 で営業

手作りの福笑いを作った 5 才のＳちゃん。
さっそくＳちゃんが目隠しをしてやってみると・・バランスよく、とても上手です。
次はスタッフの番。目隠しをすると、顔の輪郭を捉えるのも難しいものです。
つぶやき
「目はあっちかなぁ？」と尋ねると、Ｓちゃんが「違う～もっとこっち！」
「口はこっちかなぁ？」と尋ねると「違う～もっとこっち～！」
なかなかアドバイス通りにできないスタッフに、しびれをきらしたＳちゃん。
スタッフの置いた場所からＳちゃんの調整が入り・・「目隠しとっていいよ！
ほら、上手にできたよ！」バランスの良いお顔の福笑いを満足げに見せてくれるＳちゃんでした。
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

URL：http://www.alpha-co.com

