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《今月のプログラム》
今月から「ホメオストレッチ」は、松戸
先生です。曜日も今までの第１火曜日から

NPO 法人星槎教育研究所
スタッフ一同

第 1 木曜日になりますので、参加される人
は、お間違えないように！開始時間も 30

★保護者対象セミナー★

分早くなります。第 1 回目ですので、自己

チャート利用者の保護者の方を対象にした『保護者対象
セミナー』を開催します。

紹介と座学では「体の不思議」について行
う予定です。松戸先生とも楽しい時間が過
ごせると思います。施術を希望される人は、
受けられる人数が限られるので、予約表に
お名前の記入をお忘れなく。今回から 3 名
になります。

【日時】10 月 16 日（水）10：30～
要予約
【講師】フリースクール英明塾代表
川合 雅久氏

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

★今月の個別相談★

25 日は「ハロウィンパーティー」です。
パーティーの装飾を 1 日の「ものつくり」
で行います。その日に仕上げるのではなく、
当日に向けて飾り付けを行いたいと思いま
す。なので、
「やることないなぁ」という時
は、ハロウィンの飾りを作って過ごしまし
ょう。
仮装はちょっと。
。
。と思っている人！み
んなの仮装を見に来てくださいね～。見て
いるだけでも楽しいです。

要予約

＊川合雅久先生とチャートスタッフが二人体制でお話
を聞かせていただきます。

☆予約受付は 10 月 1 日からになります。
・10 月９日(水)
① 13:30～
・10 月 16 日(水)
① 13:30～
③ 15:30～
・10 月 23 日(水)
① 13:30～

②14:30～
(保護者セミナー終了後)
② 14:30～
④ 16:30～
② 14:30～

※フリースペース利用者の保護者の方も是非ご参加くださ
い！お待ちしています。
※川合先生の面談は水曜日になりますが、チャートスタッフ
による面談は別日でも可能です。お問い合わせください。

《スタッフの今月のつぶやき》
先日、新横浜駅で JR から市営地下鉄に乗り換えるとき、やけに外国人さんが多いのです。それも体
格のよい方ばかり…なんでだろう？？？と一応考えてみました！(笑)

世間ではラグビーのワールドカ

ップで盛り上がっているではないですか！！ それに決勝戦って 11 月２日なんですね～。結構長い期
間やっていることにびっくりしました。ラグビー、みなさんは楽しんでますか？？？
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10 月スケジュール
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木
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【ホメオ

【写真で語ろう♪】

ものつくり】

ストレッチ】

14;00～

13:30～

15:30～

７

８

９

１０

１１

【川合タイム】

【文化部】

【保護者面談】×２

【OHANA 倶楽部】 【Free】
13:15～

(文化部話し合い)

１４

１５

１６

１７

体育の日

【パステル

【保護者セミナー】 【OHANA

シャインアート】 【保護者面談】×4

１８
ブランチ】

14:00～

【新聞部♪】
（チャート通信つくり）

10:30～

２１

２２

２３

２４

２５

【川合タイム】

即位の礼

【心の健康対策本部】

【OHANA 倶楽部】 【ハロウィン
13:15～

１５:３０～１７:００

パーティー】

２８

２９

３０

３１

【OH!江戸さんぽ】

【アクセスジョブ

【保護者面談】×2

【OHANA 倶楽部】 【写真で語ろう】

プログラム】

11/1

13:15～

14:00～

※プログラムは、予告なく変更する場合もあります。

★プログラム予約締切日★
☆ホメオストレッチ・・・・
（座学 4～5 名、施術 4 名限定）前日までにお願いします。
☆OHANA ブランチ・・・・・・・前日（10/９）までに。食べるだけでも OK!
※お願い※
プログラムに参加される方は、出来る限り時間に間に合うようにご協力をお願い致します。

◆□◆□◆プログラムの参加について◆□◆□◆
□材料の準備・座席の用意などがありますので、電話・メール・参加者名簿(チャート入り口)への記入に
て、事前の予約をお願いしています。ご予約いただいていない利用者の方は参加人数によってご遠慮い
ただく場合がありますのでご了承ください。
星槎教育研究所 CHART03-5225-6245 chart@seisa.ed.jp
□開始予定時間の前に到着が出来るように心がけてください。
□プログラムへの参加は、ご登録されている方に限ります。
「保護者対象」と明記のあるもののみ、保護者
の方がご参加いただけます。
ご協力よろしくお願いいたします。
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チャートプログラム
◆『川合タイム』
・・・
「こんなことがやりたい！」
「こんなことを知りたい」等々、川合先
生にお話ししてください。
◆第４週『OH!江戸さんぽ』
・・・川合先生とお散歩の日。次回行きたい場所等があればス
タッフにお伝えください。

◆第１週『創作サークルものつくり』・・・ハロウィンの飾り作りをします。
◆第 2 週『文化部』
・・・今月は文化部（美術館めぐり部）話し合いです。来月の行き先を
決めます。
◆第３週『パステルシャインアート』
・・・パステルを使って指先で絵を描いて癒されて、見
て癒される不思議なアート。今月は塩見先生です。
◆第 4 週『アクセスジョブプログラム』
・・・就労するための必要なことを教えていただき
ます
◆第 4 週『心の健康対策本部！』・・・重たい気持ちを軽くして毎日の暮らしを過ごしやす
いものにするためのプログラムです。出席したことがない方、ぜひ 1 度出席してみてくだ
さい。新たな発見があるかもしれません。

◆第 1 週『ホメオストレッチ』
・・・今月のテーマ「体の不思議」について座学を行います。
施術を希望される人は予約を忘れずにお願いします。施術３名限定です！
◆第２・４・５週『OHANA 倶楽部』
・・・OHANA はハワイ語で「家族」
。ゲームやおしゃ
べりをして人との交流を楽しむ時間です。
◆第３週『OHANA ブランチ』
・・・買い物へ行き、調理をしてみんなで食べるプログラムで
す。食べるだけでも OK。参加費がかかります。今月は「豆腐つくね」。以前作っておいし
かったので、再登場です。

◆第１週『写真で語ろう♪』
・・・今月のお題「ベストショット」です。参加される方は、
自分にとって「これがベストショット」の写真を 2 枚準備お願いします。
◆第２週『Free』・・・好きなことをやって過ごす日。
◆第３週『新聞部』
・・・
「新聞部」復活です。
「チャート活動報告」を今年度はメンバーの
みなさんに記入をお願いします。
◆第４週『ハロウィンパーティー』
・・・どんな仮装をしますか？みんなで楽しいひととき
過ごしましょ。

※プログラムの詳細は、ホワイトボードまたは HP 等をご覧ください。
※プログラムは諸事情により変更になる場合があります。
※プログラムは基本 14 時開始です。
「心の健康対策本部」は 15：30～17：00 です。
プログラムによっては時間の変更があります。スタッフに確認してください。
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チャート活動報告

9 月 13 日、レジンアクセサリー作りに初挑戦しました！
レジンとは、英語で「樹脂」のことをいいます。レジンには色々種類があるようですが、
今回は紫外線で固まる UV レジンを使って工作をしました。
ちなみに、レジン液は接着剤のようなニオイがするので、換気は必須です！
レジン液を型に流し込み、紫外線の出る UV ライトを数分当てます…。
数分後、硬化完了！！
アルコールやレジンクリーナーで拭いて仕上げます。
筆者は色付きのレジン液を使いましたが、透明なレジン液を使ったメンバーさんは、
ビーズや貝殻を閉じ込めたアクセサリーを作っていました。
完成品はコチラです↓

…チャート通信では、モノクロ写真でしかお伝えできないのが残念です（´；ω；`）
チャートには完成品もカラーの写真もあるので、ぜひ見に来てくださいね♪
レジン工作もできますヨ☆

NPO 法人星槎教育研究所

発行元

〒162－0806
TEL

新宿区榎町 45 番地

03-5225-6245

MAIL chart@seisa.ed.jp
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FAX

さくらビル 2F
03-5225-6246

