関東：セミナーのご案内

新しいｈ

寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じられる頃となりました。街のあちらこちらにクリスマ
スの飾りが見られるようになり、今年も残すところあと少しとなりました。
大人は寒いとつい部屋の中で過ごしたくなりますが、子どもは外遊びが大好きです。天気の良い日はで
きるだけ戸外でしっかりと体を動かし、運動機能を高めて、風邪などひかない丈夫な体を作っていきたいと
思います。
朝晩は冷え込んでいても、日中日差しに恵まれた中で遊んでいると、汗ばむこともございます。室温・
気温に合わせて着脱しやすい服での登園をお願いいたします。
＜＜受付センター電話受付時間変更のご案内＞＞
この度、以下の通り、受付センターの電話受付時間を変更させて頂くこととなりました。
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。

変更日： 2018 年 1 月 4 日（木）～

受付時間： 月～金 10：00～17：00

アルファコーポレーションでは、子育て中のお父さま・お母さまへ子育てのヒントやアドバイス
をお伝えするために、セミナーを開講しております。
関東地区での第1 回セミナーのテーマは『家庭での子育てのあり方』です。幼児期に大切な
基本的生活習慣を身につけるための基礎となる「家庭力」について、具体例を交えてお伝え
させていただきます。 ご一緒に考えてみませんか。
日 時 ： 2017 年 12 月 2 日（土） 11:00 ～ 12:00
会 場 ： キッズスクウェア六本木ヒルズ クラスル－ム TEL）03－5772－1577
東京都港区六本木 6－10－1 六本木ヒルズ

ウエストウォーク 6Ｆ

定 員 ： 10 名（先着順）
受講料 ： 2,160 円（税込）
託児料 ： お一人様 2,100 円（税込）
今後のセミナーにつきましては、育児ブック(キッズスクウェア著書)に基づく『子育てセミナー』や、
幼稚園受験をお考えのご家庭に向けた『セミナー』の開講を予定しております。
日程につきましては会員の皆様へは 12 月上旬よりご案内させていただきます。
皆様のご受講を心よりお待ちいたしております。

（土日祝及びお盆、年末年始は休業）

寒さに負けない！元気な子！
ごあんない

＜受付センター＞
TEL：0120-086-720 FAX：0120-086-785
※月～金 9:30－17:30 （土日祝/特別期間休業）
【2017 年 12 月 27 日（水）まで】

●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。
12 月 27 日（水）17：30 までの受付となります。
12 月 28 日（木）～1 月 3 日（水） 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（木）～1 月 4 日（木）のご予約・変更・キャンセルは、
12 月 26 日（火）17：30 までにお願いいたします。
1 月 5 日（金）のご予約・変更・キャンセル は 12 月 27 日（水）17：30 までに
お願いいたします。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（金）～1 月3 日（水）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。

台風も過ぎ去り、久しぶりのお外遊び。落ち葉や木の実、大きな水たまり…
子どもたちは久しぶりの戸外の様子に興味津々です。大きな落ち葉をくり抜けば…
お顔！鬼！おばけ！創造力豊かに、見立て遊びが始まります。すると竜巻のような強風が
ピュ～！思わず身を縮めてしまいますが、子どもたちはにこにこ、なんだか楽しそう。大笑いして
走り出す子もいました。風と鬼ごっこ？「子どもは風の子」本当かもしれませんね。
ほけんだより

～インフルエンザ予防接種を受けましょう～

日本では、インフルエンザは例年 12 月～3 月頃に流行し、1 月～2 月に流行のピークを迎
えます。ワクチン接種による効果が出現するまでに 2 週間程度を要することから、毎年12 月中
旬までにワクチン接種を終えることが望ましいと考えられます。
＊6 カ月以上 13 歳未満のお子さま…2 回接種＊
インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、
発症した場合の重症化防止に有効とされています。
詳しくはお近くの保健所または医療機関にお問い合わせください。
参考：厚生労働省ＨＰ

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】 『家庭での子育てのあり方』 （有料：申込制 03-5797-7121）
2017 年 12 月 2 日（土）11：00～
キッズスクウェア六本木ヒルズにて
●新年度継続について
4 月から始まる新年度へ向けて準備を始めております。現在受講中の皆様には
一般募集に先駆けて 11 月下旬頃よりご案内をいたします。
ぜひ来年も受講いただき、ともにお子さまの成長を育んでまいりましょう。

●プレスクール 12 月の目標
【総合Ⅰ】 みんなで活動する喜びを知りましょう
動物模倣（何になれるかな？）
ｋと
指示が分かる（指示一つ）
【英語】 『Christmas』（関東・関西）

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
JR 長岡京

12/28（木）～1/3（水）休業
12/29(金)～1/3（水）休業
12/28(木)、1/4(木)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（金）～1/3（水）は
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☆京都ホテルオークラ店

12/25（月）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（月）休業

【総合Ⅱ】 お手伝いをしましょう
合成・記憶・比較・数の対応
物の名称と用途の理解

12/29（金）～12/31（日）及び
☆ハービス OSAKA

1/2（火）、1/3（水）は 12/25
（月）までにご予約いただいた日

タワー

12/29（金）、12/30（土）は

☆東京スクエア

12/25（月）までにご予約いただ

ガーデン

ご予約は 12/25(月)までに。
☆さいたま

12/26（火）までのご予約にて

12/29 （ 金） ～ 12/31 （ 日） は

スーパーアリーナ

開設

12/25（月）までにご予約いただ
いた日時のみ開設。1/3(水)・

●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～
「すやすやおやすみ」 （文 石津 ちひろ ・ 絵 酒井 駒子）
「ひらひらとんでる ちょうちょさん」「おはなにとまって すやすや おやすみ」。
子猫も、りんごやおもちゃ、女の子も、みんな「すやすや おやすみ」。
眠りの世界に誘ってくれる、美しさに満ちたおやすみなさいの絵本です。

☆東京ドーム
ホテル

でに。
☆六本木ヒルズ

いた日時のみ開設。1/4(木)の

1/1（月）～1/2（火）休業

1/4(木)のご予約は 12/25(月)ま

●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～
「クリスマスのかねが」 「ジングルベル」

12/29（金)～1/3(水）休業

12/31（日）～1/3（水）休業

時のみ開設。1/4(木)のご予約

☆中之島フェスティバル

平常

☆アークヒルズ

は 12/25(月)までに。

●キンダークラスの 12 月カリキュラム
【年少】 数の大小の確認、2 分割の絵合わせ、数字ならべ など
【年中】 しりとり遊び、3 分割の理解、欠所補充、クリスマス飾りの製作 など
【年長】 色・位置の記憶、左右の弁別、図形の分解 など

1/1（月）、1/2（火）休業

12/31（日）～1/2（火）休業

☆横浜ベイホテル東急

12/29（金）～1/3（水）は
基本開設時間
11：00～17：00
12/29（金）～1/3（水）は
12：00～17：00 で営業

◎総務省消防庁の全国版救急受診アプリ （愛称「Q 助」）では、該当する症状を画面上で選択していくと、
緊急度に応じた必要な対応が表示され、医療機関の検索や、受診手段の検索を行うことができます。
急な病気やけがに備え、ご活用してみてはいかがでしょうか。
※ご家庭向けアプリなので、園では使用しません。迷ったらすぐに救急車を呼ぶことにしています。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html

「ずんずんばたばたおるすばん」 （文 ねじめ 正一 ・ 絵 降矢 なな）
母さんが買い物に出かけたとたん、次から次へと色々な動物たちが現れて…
男の子との楽しい留守番を描きます。

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。

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

