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。

《 12 月の歌 》
去る平成22 年11 月25 日（木）、東京・新宿京王プラザに於いて、弊社が加盟する社団法人全国ベビーシッター協会主
催 （後援 厚生労働省）で、 特別講演「子ども・子育て新システムを展望する」と題した研修会が開催されました。
厚生労働省雇用均等課 児童家庭局 課長補佐 岩崎氏より「保育をめぐる国の動向と課題」について説明をいただ
き、後に、衆議院議員 泉 健太氏・慶応義塾大学経済学部教授 駒井康平氏を招き、当協会会長 網野武博のコー
ディネーターにより、「子ども・子育て新システム」について、現状の詳細なご説明をいただきました。中でも、特に新設される
「訪問型保育」についての優位性などについて、ご自身のベビーシッターの利用経験もふまえ、力強いエールをいただきまし
た。保育施設は集団生活の中で、協調性や社会性が育ち、家庭内保育（ベビーシッター）では個別という観点から一人ひと
りの生活リズムを重視でき、また体調不良などの折にも、家庭という安全で安心な環境で過ごすことができます。 待機児童
問題により保育施設がクローズアップされることが多いのですが、同様に家庭での保育の重要性も、見直されることが必要と
感じています。さまざまな保育サービスがあるからこそ、ワークライフバランスが実現されるのでないかと、思う次第です。
さて、今年も残すところわずかとなりました。日ごろのご愛顧に深く感謝申し上げますとともに、皆様のますますのご健康と
ご発展を心よりお祈り申しあげます。 よいお年をお迎えください。 来年もよろしくお願い申し上げます。

ごあんない

●オリジナル木製玩具 クリスマスセール！ 30％
30％OFF 12 月 25 日(土)まで
クリスマスプレゼントにオススメ！
木のぬくもりと安全性を重視したヨーロッパ仕様のデザイン性の高い木製知育玩具です。お子様の年齢
に応じた幅広い遊びが展開でき、楽しい遊びの中から自然なかたちで知育を発達させることができます。
「創造体験学習教室」でも教材として採用しております！
● 年末年始の休業のご案内
年末年始の本社・本部、受付センターの休業日は、以下のとおりです。
ご迷惑おかけしますがご了承ください。
年末年始休業日 ： 12 月 29 日〈水〉～1 月 3 日（月）まで。
1 月 4 日（火）から通常営業いたします。
★各センターの休業日については、キッズスクウェア欄をご覧ください。
★ベビーシッターサービスのご予約・変更・キャンセル、料金については、
アルファ・キッズ・クラブの欄をご覧ください。

受付センター
TEL 0120-086-720
FAX 0120-086-785
月～金 9:30-17:30
土・日・祝休業
年末年始休業日
12 月 29 日～1 月 3 日

● 保護者様セミナーのご案内
【関東】2011 年度入園セミナーを開講いたします。
会員様以外の方も受講していただけますので、お誘い合わせの上お越しください。
テーマ： 春からの幼稚園生活にむけて（来春幼稚園の保護者様へ）
日時 ： 2011 年 1 月 15 日（土） 11:00～12:00
場所 ： キッズスクウェア 六本木ヒルズクラスルーム
受講料： 無料
～詳細や申込方法は HP に掲載しております。各キッズスクウェアにもお問い合わせください。～

「 クリスマスの
クリスマスの鐘が 」
「 ジングルベル 」
（鈴を鳴らしながら
歌を楽しんだりしています。）

《 楽器あそび
楽器あそび 》
小さなお子さまたちにとって大事なことは、
音を楽しむことです。そして音を通して、保護者
様やお友だち、先生と対話できることが音楽、
楽器のすばらしさですね。
色々な音を知る→音を試す→
音を選ぶ→演奏する
たいこ、鈴、マラカス・・・まずは音に触れる
環境を作ってさしあげてください！

いっしょに子育て

● 絵本のある子育て
デイケアや教室では、仲間と一緒に見る絵本の時間を大切にしております。でも、絵本はもともとご家庭のなか
のものです。親と子が寄り添い、互いの息吹を感じながら楽しむ、そこに絵本の醍醐味があります。将来にわた
って本のある暮らしができるように、お子さまの身近に絵本のある環境をお作りください。そうすれば自然に生活
の一部になるわけです。そしてご両親に読んでもらう時間はお子さまにとって、何よりの喜びの時間なのです。心
に響いた絵本は、ご家庭の文化的財産となり、精神の柱を形作るものとなるでしょう。
（『絵本のある子育て』 童話館より）

ほけんだより

● 加湿について
乾燥する冬の季節、理想の湿度は 50 パーセント前後です。
高すぎると・・・・
・ 窓や壁が結露でぬれてしまいます。
・ ７０パーセントを超えると、カビやダニが発生しやすくなります。
低すぎると・・・・
・ のどや気管支の粘膜が痛み、風邪などのウイルスが体内に入りやすくなります。
・ 皮膚の乾燥（肌荒れ）の原因となります。
湿度を 50 パーセントに保つことで、風邪などのウイルスの大半は、空気中で死滅します。
快適な湿度を保つために・・・・
・ エアコンと加湿器を上手に併用しましょう。
・ こまめに換気をしましょう。
・ 加湿器のかわりに、洗濯物やタオルを室内に干すことも効果的です。

幼児教室 (創造体験学習教室)

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

●年末年始について
12 月 23 日（木）～1 月 10 日（月）までは、冬休みとなります。
かるた、凧、こま・・・お正月ならではの遊びに触れて、日本の年始を体験
いたしましょう。1 月のカリキュラムにも登場いたしますので、お楽しみに！
良いお年をお迎えください。
●プレスクール １月
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。
スモックをたたみましょう。
身の回りのものの名称。（お正月のもの）
総合Ⅱ ： 整理整頓 片付けの徹底
記憶・常識・数の一致
自分の思ったことなどを言葉で表現しましょう。
Ｅｎｇｌｉｓｈ ： 『Body Parts』 （関西）
『New Year』 (関東)

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。

●年末年始の営業日・予約方法 ／ご予約は、12
12 月 27 日までにお願いします
（以後のご予約には対応できないことがございます）
まで
受付センター
ハービス OSAKA

12/29(水)～1/3(月) 休業
1/1(祝) 休業
12/29(水)～1/3(月)は予約を頂いた日
時のみ開設いたします。

永田町
パンパシフィック横浜
ベイホテル東急
東京ドームホテル

京都ホテル
オークラ店
帝国ホテル大阪

12/29(水)～1/3(月)は予約を頂いた日
時のみ開設いたします。

福岡天神南

≪
♪
♪
♪

１月のうた ≫
たこのうた
雪のペンキやさん
雪のこぼうず

ベビーシッター 『アルファ・キッズ・クラブ』

◎年末年始のご予約等について
①12 月 29 日（水）～1 月 3 日（月）の期間はご利用料金を 25%割増とさせていただいております。
②12 月 29 日（水）～1 月 3 日（月）は受付センター休業日とさせていただきます。
つきましては、ご予約・変更・キャンセルなどは下記の期間までにお願いいたします。
以降の承りについては、所定の手数料を申し受けますことご了承くださいませ。
・12 月 29 日（水）～1 月 4 日（火）のご予約・変更・キャンセル・・・12 月 27 日（月）までに
・1 月 5 日（水）のご予約・変更・キャンセル・・・12 月 28 日（火）までに
◎ナニーの指名について
当社ベビーシッターサービスには指名制度がございます。
30 分あたり 100 円の追加料金で、ご希望のナニーを優先的にお伺いさせていただきます。
指名の場合、前営業日や当日にナニーの都合でお伺いできなくなった場合、お客様がキャンセルされ
てもキャンセル料は一切申し受けません。
（指名でない場合は、別のナニーをお伺いさせていただくことになりますので、キャンセルされた場合は所
定のキャンセル手数料を申し受けます。）
◎お願い
年末年始はご予定変更の多い時期かと思います。ご利用の変更等につきましては、できるだけ早くの
ご連絡をよろしくお願い申し上げます。

ＪＲ長岡京
六本木ヒルズ

12/29(水)～1/3（月） 休業

丸の内東京ビル

12/29(水)～1/3(月) 休業

さいたまスーパー
アリーナ
アークヒルズ

12/29( 水) ～ 1/4( 火 ) の ご 予約 は
12/27(月)までにお願いします。
12/29(水)～1/3(月)は予約を頂いた
日時のみ開設いたします。
1/1(祝) 休業

銀座三越

12/31(金)～1/2(日) 休業

12/29(水)～1/3(月) 休業
12/29(水)～1/3(月)は 12:00～17:00
で営業しております。
時間外は早めにご相談ください。
12/29(水)～1/3(月)は 11:00～17:00
で営業しております。
時間外は早めにご相談ください。

12/29(水)～1/3(月)はベビーシッターサービス・キッズスクウェア(一部のキッズスクウェアを除く)ともにご利用料金が 25％
25％割増となります。
割増

キッズスクウェア ウィンタープラン
幼稚園が冬休みに入り、ご家庭も年末年始でとてもお忙しいこの時期にキッズスクウェアでは毎年恒例の楽しい
『ウィンタープラン
ウィンタープラン』
プラン』をご提供しております。
●冬休みの期間も生活リズムを整えて過ごしたい！
●デイケアを利用する前の慣らし保育に
●キッズスクウェアってどんなところなのか使ってみたいというビジター様 ●楽しいプログラムに参加したい！
こんなご希望がかなうプランです。設定(日にち、時間、内容など)については各キッズスクウェアで異なります。
アルファ・コーポレーションのホームページの【キッズスクウェアニュース】にご案内を掲載しておりますので参考になさって
ください。また、お申込・お問合せは各キッズスクウェアまでお願いいたします。

【12 月のキッズスクウェア】
●冬の行事を知る…クリスマス、おおみそか、お正月を楽しみましょう。
行事の中の名称を知る。「サンタクロース」「おおみそか」「元旦」「おとしだま」
●おてつだいをしましょう…年末に向けて、大掃除をするときにおてつだいをしてみましょう。
拭き掃除は雑巾を濡らす、しぼる、拭く、洗うという経験ができます。

デイケア・教室の変更届けは、前月
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 01200120-086086-720 (平日 9:30～17:30)

URL：
URL：www.alphawww.alpha-co.com
【東京】

e-mail: akcyoyaku@alphaakcyoyaku@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

