いっしょに子育て

９月になったとはいえ、まだまだ暑い日が続いております。この夏は、ご家族様で楽しい夏休みを過ごされたことでしょう。
さて、おかげさまで、９月に新しいキッズスクウェアを２店舗開設することができました。１９９１年に創業して以来、１２・１３
店舗目の直営施設となります。これもひとえに、皆様のご高配の賜物と深く御礼申し上げます。
これからも、社員一同、ライフスタイルの変化や多様化する保育ニーズにお応えできるよう、保育施設における月ぎめ保育
や一時預かりサービス、ベビーシッターサービス、０歳児からの幼児教育の充実を図ってまいる所存でございます。
今後とも、変わりませぬご愛顧を賜りますよう、ここにお願い申し上げます。

うたのご紹介
- 歌は、お子さまの感受性を育み、コミュニケーション能力を養います -

今年度は、センターや教室でお伝えしている歌をご紹介してまいります。挨拶の歌、季節の歌、手遊び歌など･･･
お子さまがきっと口ずさんでいらっしゃると思いますので、ご家族でもご一緒にお楽しみください。

ごあんない
● セミナーのご案内
アルファプレミアクラブ会員さまだけが受講いただけるセミナーです。
『面接練習・願書添削』
日時：9 月 15 日（水）
場所：ハービス PLAZA 6 階 会議室
この秋の幼稚園受験・小学校受験されるご家庭向けの実践セミナーです。
服装、待合室での過ごし方、会場への入室から面接・退室までの一連を練習いただきます。
当日の本番を余裕をもって迎えるために、ぜひご受講ください。
『考査を間近に控えて』
日時：10 月 16 日（土）
場所：キッズスクウェア六本木ヒルズ クラスルーム
いよいよ願書を入手され、お気持ちをたかめられておられることと存じます。
近づきました考査に向けて、皆様と「家庭力」を見直してまいりたいと考えております。

● 創造体験学習教室 秋の体験教室のご案内
各キッズスクウェアでは 秋の体験教室を実施中です。
この機会に、新規ご受講の方は、登録料 10,500 円が無料になって、お得です！
ぜひ、体験教室に、お友達を誘ってお越しください。 詳しくは、各キッズスクウェアにお尋ねください。
● 関東キッズスクウェア合同 「秋のお楽しみ会」のご案内
10 月 2 日（土）に、恒例の関東キッズスクウェアがぜ～んぶ集まって、「秋のお楽しみ会」を開催します。
ただいま、参加者を受付中！ ご希望の方は、各キッズスクウェアまたは、受付センターにご連絡ください。
日時： 10 月 2 日（土） 10:00～
場所： 林試の森公園 ～武蔵小山駅から徒歩～
（雨天の場合は、エプソン品川アクアスタジアムとなります。）
費用：お子さまお一人 1,500 円
受付センター
● キッズスクウェアのお楽しみ会 ≪キッズスクウェア福岡天神南≫
秋の運動遊び
日時： 10 月 23 日（土）
場所： 舞鶴公園（予定）

【お子さま同士のけんかについて】
お子さまは集団の中で刺激をたくさん受けたり、様々なことを体験して人との関わりを学んでおります。
最初の段階では、お母さまを通して「人」というものはこういうものであるということを学んでおります。人を好きになる、愛すること
の基本は、お母さまを出発点として、だんだんと周りの人から受け入れていきます。ご家庭において愛情関係の基礎を作っておく
と、周囲の人とのやりとりなどの受け止め方や対応が違ってきます。
お子さま同士の関係でトラブルがあった場合、「痛かったね、悔しかったね」と受け止めてから、お友だちにやめてほしいことを伝え
ます。相手の気持ちも「～してほしかったのね。」と受け止める言葉をかけて、大人がサポートして気持ちを表現できるようにしてあ
げましょう。
トラブルは成長過程には必ずつきものです。見守りつつ、解決できる方向に導いてさしあげてください。 （ソニー財団より）

TEL 0120-086-720
FAX 0120-086-785
月～金 9:30-17:30
土・日・祝休業

今月は秋の虫たちのお歌をうたっています。
季節の良いこの時期、公園などに遊びに行かれ
た時には、虫たちをさがしてみてください。

♪ 「 とんぼのめがね 」

♪ 「 こおろぎ 」

キッズスクウェアで、今、大人気の手遊びは・・・
「あたま・かた・ひざ・ポン！」
ポン！のときは手拍子です。
かわいい音がでるようになってきました。
「大きなくりの木の下で」
おなじみの手遊び。「おおきな栗」の次は
「小さな栗」を作って、大小の認知にも
つなげています。

ほけんだより
【ご家庭での食中毒の予防について】
食中毒とは・・・有害な微生物や科学物質を含む飲食物を食べた結果生じる健康障害です。多くは、嘔吐・腹痛・下痢などの
急性胃腸障害をおこします。
予防のポイント・・・食中毒で多い、サルモネラ、病原性大腸菌などに対しての予防について
① 食品の購入：肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮なものを。冷蔵、冷凍など温度管理の必要なものを購入したら
まっすぐ帰り保存しましょう。
② 家庭での保存：購入後は、すぐに冷蔵庫、冷凍庫へ。食品の詰めすぎには注意です。（7 割程度）
③ 下準備：まずは、手洗いです。カットやラップした野菜もよく洗いましょう。生の肉や魚を切った後は、包丁やまな板を
良く洗ってから次のものを切りましょう。
④ 調理：台所を常に清潔に保ちましょう。加熱食品は、十分に火を通すこと。電子レンジで熱の伝わりにくいものは、
時々かき混ぜましょう。
⑤ 食事：直前にも手洗い、手拭を行いましょう。調理前後の食品は、室温で長く放置してはいけません。
⑥ 残った食品：清潔な手、お皿を使います。早く冷えるように、浅い容器に小分けして保存しましょう。
ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てること。家庭でも起こる食中毒、気をつけましょう！

幼児教室 (創造体験学習教室)
プレスクールⅠの方々は、10 月より面談を予定しております。
6 ヶ月を経たお子さまのご様子、来年度の進路についてなどを話し合うお時間となります。
プレスクールⅡの方々は、幼稚園説明会、願書配布・受付が始まります。
ご希望の園に関しては、日時間違いや漏れのないように十分注意してお過ごしください。
不安な点がございましたら、どうぞ講師にご相談ください。
●プレスクール 10 月
10 月の目標
総合Ⅰ ： 秋 いろいろなことを試してみよう。
スモックの着脱。
感触遊びを楽しみましょう。
総合Ⅱ ： 約束を守りましょう。
推理する力を育てましょう。
好きな野菜を２つ教えてください。
Ｅｎｇｌｉｓｈ ： 『Halloween』 (関西)
『Halloween』 (関東)

キッズ スクウェア 『デイケア・一時預かりサービス』のご紹介

≪
♪
♪
♪

１０月のうた ≫
どんぐりころころ
大きな栗の木の下で
やきいもじゃんけん

ベビーシッター 『アルファ・キッズ・クラブ』
◎ベビーシッターサービスの新規ご利用について

キッズスクウェアのみでのご利用の皆様、ぜひベビーシッターサービスをご利用になりませんか？
☆こんな時のご利用はいかがですか？
1． キッズスクウェアへ通えない病気の時
キッズスクウェアでは 37.5 度以上の体温の場合、また発疹や顔色、湿疹など感染症の疑いがある場合にはご入室いた
だくことができません。また、慢性疾患以外での投薬もさせていただくことができません。
よって、ご自宅でお過ごしいただくこととなるため、保護者様のご予定を変更されることが必要となります。
そんな時、ベビーシッターがお伺いさせていただくことが可能です。
（ご予約が前営業日以降の場合にはご予約手数料を申し受けております。ご了承くださいませ。）
2． 保護者様のご用事でキッズスクウェアへの送迎ができない時
ベビーシッターサービスは原則早朝から深夜までのご利用が可能です。
したがって、早朝よりおでかけの場合はご自宅にお伺いし、キッズスクウェアへお連れすることもできます。（キッズスクウェア
により開設可能時間が異なりますのでお尋ねください。また、早朝深夜で公共の交通機関が利用できない場合は、シッ
ターの交通費がタクシー利用での精算となりますこと、ご了承くださいませ。）
3． ご自宅へ戻ってから、ご用事がたくさんおありの時
お忙しい保護者様の代わりに、お子さまのお食事のお世話をさせていただいたり、ご入浴のお手伝いをさせていただいた
りすることもできます。（別途追加ご料金を申し受けます。）
☆ご利用の流れ
ご予約・・・2 営業日前 17：30 までに受付センター0120－086－720 までお願いいたします。以降のご予約は手数料を申し
受けます。（前営業日 1,050 円、当日 2,100 円）
担当者連絡・・・お伺いする担当ナニーが決まりましたら受付センターより担当者名をご連絡させていただきます。
前日連絡・・・担当ナニーよりお客様へ確認電話をさせていただきます。その際には、前もって必要な申し送りがございました
らお伝えください。
万が一お客様のお電話がつながらない場合、留守録への吹き込みや着信履歴により行ったものとさせてい
ただきますので、ご了承ください。
当日・・・10 分前にはお伺いさせていただきます。
ご精算・・・会員様は月末締め精算とさせていただきます。ただし、当日担当ナニーの往復交通費のみ当日実費を現金に
てお支払いください。

キッズ スクウェアでは教育の 5 領域「健康・人間関係・環境・言語・
表現」を踏まえてプログラムを設定しています。

キッズスクウェア 永田町
９月１日に、衆議院第二議員会館内に、東京都認証保育所として、オープンいたしました。
約２８０㎡の室内は、ベビールーム、ほふく室、プレイコーナー、多目的室の大きく４つに分かれており、キッズスクウェア
の中では、もっとも広い施設です。大きな窓とそこから広がる約１８０㎡の園庭には、衛生的な砂場とログハウスがあり、
お子さまたちは大喜び！ 夏期にはプールあそびも十分に楽しめます。
栄養士による手作り給食をご提供しており、ご希望によって夕食のご用意もしております。
定員は３４名、おかげさまで０歳児と１歳児は、すでに定員に達しております。２歳児は若干名の余裕がございます。
開設時間： 月～土 ８：００～２１：００
定員
： ０歳児 ６名、 １歳児 １２名、２歳児 １２名、 ３歳児以上 ４名
お問合せ： ０１２０－０８６－７２０ 受付センターへ
キッズスクウェア 銀座三越
９月１１日(土)にリニューアルオープンする銀座三越 新館９階に、「キッズスクウェア銀座三越 託児所」を開設いたし
ます。大きな窓から見える、三原橋交差点を行き交う自動車に、お子さまたちは大喜びすることでしょう。お子さまの
安全性に配慮された室内は、明るいポップなイメージ。 ぜひ、お買い物や銀座の街歩きの際に、ご利用ください。
１１日(土)と、１２日(日)は、室内をご見学いただけます。 託児サービスは１３日(月)からご利用いただけます。
開設時間： １０：００～１８：００ （銀座三越店休日は、クローズです）
定員
： １２名
対象年齢： ６ヶ月～未就学児
利用料金： 三越・伊勢丹カード会員様
１，５７５円／時間／１人 （除外カードあり）
一般様
２，１００円／時間／１人
＊ アルファプレミアクラブ会員様の優待料金はございませんのであしからずご了承ください。
利用方法： 利用希望日の前日１６：００までに、お電話でお申し込みください。
１時間以上３０分単位、最長４時間までのご利用とさせていただきます。
室内にて、原則として食事等の提供はできかねます。
お問合せ： ０１２０－０８６－７２０ 受付センターへ
【9 月のキッズスクウェア】
●秋を感じましょう・・・虫の声、空の雲、たべもの(さつまいも・ぶどうなど)
●ものの名前をおぼえましょう・・・おたま(調理器具)、洗面器など意外と知らない名称があると思います。
あらためて身のまわりの名称をおぼえましょう。
デイケア・教室の変更届けは、前月 10 日 17:00 （10 日が土日祝日の場合は前営業日）が締切です。
締切日を過ぎてのお申し出は翌々月からの適用となりますのでご注意下さい。

株式会社アルファ・コーポレーション
京都本社 ：
東京本部 ：
大阪営業所：
福岡営業所：

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 227
東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー6F
大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス PLAZA 5F
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)

URL：www.alpha-co.com
【東京】

e-mail: akcyoyaku@alpha-co.com

六本木ヒルズ ・ アークヒルズ ・ 東京ドームホテル ・ 丸の内東京ビル（東京都認証保育所） ・
永田町（東京都認証保育所）・銀座三越

【横浜】

パンパシフィック横浜ベイホテル東急

【埼玉】

さいたまスーパーアリーナ

【京都】

京都ホテルオークラ店 ・ JR 長岡京

【大阪】

帝国ホテル大阪 ・ ハービス OSAKA

【福岡】

福岡天神南

