ほけんだより

新しいｈ

早いもので今年も最後の月となりました。12 月は師走の名にたがわず、忙しい 1 ヶ月。駆け足で通り過
ぎていきます。一方お子さまにとっては楽しみも多く、特にクリスマスや年末年始には、今からわくわくされて
いることでしょう。クリスマスの飾りつけや、年末の大掃除、寒い日にはあたたかいお風呂にゆっくり浸かる
など、お子さまとの触れ合いを大切に、楽しい時間をお過ごしください。つい生活のリズムが乱れがちにな
る時期でもあるので、規則正しい生活を心がけ、健康に過ごせるようにしましょう。
冬になると肌が乾燥しやすいお子さまは、手指やほほが赤くなったり、ひび割れた
ようになります。こういった場合は、ワセリンやベビークリームなどを塗って、
肌を保護してあげてください。肌に合わない時には、無理に使用せず、
医師から処方されたものを使いましょう。

インフルエンザウイルス感染症やRSウイルス感染症をはじめ、冬は様々な感染症が流行します。
感染症の多くは、咳・くしゃみのしぶきや、手についた細菌やウイルスが、口の中に入ることで感染し
ます。感染症を防ぐためには、手洗い・うがいが基本です。外出から帰ったら、手洗い・うがいをする
習慣をつけていきましょう。

手指用速乾性アルコール消毒薬の使用について
手のひらが、皮脂やほこりなどの有機物で汚れている場合、アルコール消毒薬のみの使用では、
ウイルスや菌は落としきれません。アルコール消毒薬は、必ず手洗いで汚れを落とした後に使いまし
ょう。せっけんと流水でしっかり手洗いを行っていれば、日常生活を送るうえでの手指の清潔は、十
分に保たれます。小さなお子さまの場合、アルコール消毒薬を使用することで、かえって皮膚トラブル
につながることもありますから、使用する際は十分注意してあげましょう。

インフルエンザの出席停止期間の考え方
インフルエンザの出席停止期間は、
「症状が始まった日から 5 日を経過し、かつ解熱した後
2 日(乳幼児にあっては 3 日)を経過するまで」であり、この両方を満たすことが必要です。

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。
家事代行サービスにつきまして
いつも家事代行サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。年度末、大掃除
の時期が近づいてまいりました。サービスのご依頼が増える季節ではございますが、ご要望に対し
スタッフ数が追いつかず、十分ご要望にお応えできない状況がございます。皆さまには大変申し訳
ございませんが、今後とも家事代行サービスをよろしくお願いいたします。

★出席停止期間の算定では、発熱や解熱等の現象が見られた日は期間には算定せず、

その翌日を 1 日目とします。
★乳幼児と学童以上では、解熱後の経過日数が異なりますので注意しましょう。
★例えば・・・
水曜日に発症（発熱等が出現）が見られ、土曜日に解熱した場合の出席可能日は、翌週
の水曜日です。
★登園にあたっては、
「医師の意見書」が必要です。

手作りリース
手作りリース
クリスマスが近づいてくると、お家をクリスマスアイテムで飾りつける
ご家庭も多いのではないでしょうか。中でもリースは簡単にお子さまと手作りできる
アイテムだと思います。お子さまと近くの公園などでまつぼっくりやどんぐり・葉っぱ
などの材料を集め新聞紙を丸めて色紙を巻いた輪に飾るだけでも可愛いリースが
出来上がります。
上に赤いリボンを付けたり、絵の具やマジックで色付けすると、よりクリスマスらしくなります♪
★☆つぶやき☆★
クリスマスが近づいてくると、お家をクリスマスアイテムで飾りつけるご家庭も多い
2 歳になり、お話がたくさんできるようになってきた甘えん坊のＡちゃん。スタッフが
のではないでしょうか。中でもリースは簡単にお子さまと手作りできるアイテムだと
0 歳のお友だちを膝に乗せていますと「あっちへ行こうよぉ～」と何度も手を引っぱり
思います。お子さまと近くの公園などで松ぼっくりやどんぐり・葉っぱなどの材料を集め
訴えます。0 歳のお子さまを他のスタッフに預け、Ａちゃんと保育室の隅へ移動しま
新聞紙を丸めて色紙を巻いた輪に飾るだけでも可愛いリースが出来上がります。
すとＡちゃんは小さな声で「抱っこして」と甘えん坊を発揮。どうやら 0 歳のお友だちに
上に赤いリボンを付けたり、絵の具やマジックで色付けすると、よりクリスマスらしくなります♪
やきもちをやいていたようです。抱っこをするとにっこり笑顔のＡちゃんでした。

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』 （無料）

日時・場所
問合せ・お申込

2018 年 12 月１日（土）11：00～ キッズスクウェア六本木ヒルズ
ご利用のキッズスクウェアまたは東京本部にお電話ください

★０歳児から幼稚園受験を控えている方までを対象に、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します。
★1月以降は、2つのコースに分かれてセミナーを開講します。
・０・1歳児を対象とした育児ブック(キッズスクウェア著書)に基づく『子育てセミナー』
・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。
ｋと
●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 月中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０】・考えてみましょう ・形（○.△.□） ・色（赤.青.黄）に興味を示すことができる
・すずとの出会い
【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？）
・指示が分かる（指示一つ）
【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
【英語】 『Santa’s Christmas Alphabet』
●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
●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」

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

銀座三越

12/29(土)～1/3（木）休業

☆ＪＲゲートタワー

12/28(金)、1/4(金)は 17 時まで

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

12/29（土)～1/3(木）休業

12/29（土)～1/3(木）休業

12/31（月）～1/3（木）休業

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。

☆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。

☆東京ドーム
12/25(火)までのご予約にて開設

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

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

●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～
「もりのおふとん」 西村 敏雄 作
「ゆきがふってきたの」 南塚 直子 作
空から雪が落ちてくるのを初めて見た
子どもたち。お母さんは「ゆきが
ふってきたの」とやさしく教えます。
動物の親子の姿を、陶板の画で
情感豊かに表現した絵本です。

森の中に大きな布団がありました。
動物たちが次々やってきて、
みんな布団に入ります。
「ふかふか おふとん いいきもち！」。
人気作『もりのおふろ』の続編です。

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

URL：http://www.alpha-co.com

