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《今月のプログラム》
・新型コロナウィルス感染症の感染防
止に配慮し、３密にならないようにプ
ログラムは行っていきたいと考えてい
ます。
・『OHANA ブランチ』と『外出プロ
グラム』は当分の間、感染防止の観点
からお休みとします。
・来所された方、プログラムに参加さ
れる方は、人との距離を十分とるよう
にお願いします。
・
『座談会』を第１・３・４週火曜日に
予定しています。zoom を使ってオン
ラインでも参加できますので、
「まだち
ょっと外は・・・」という方はオンラ
インで参加して下さいね。zoom をま
だ使った事のない方は、ぜひこの機会
を利用してみて下さい。

NPO 法人星槎教育研究所
スタッフ一同

★保護者対象セミナー★
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。

【日時】6 月 17 日（水）10：30～
【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★

要予約

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 6 月 1 日からになります。
(電話 または オンラインご希望の方はお申し出く
ださい)
・6 月 10 日(水)
① 13:30～ ② 14:30～
・6 月 17 日(水) (保護者セミナー終了後)
① 13:30～ ② 14:30～
15:30～ ④ 16:30～
・6 月 24 日(水)
① 13:30～ 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。

〈スタッフのつぶやき〉
ある日、家の庭の紫陽花に違和感を覚えたんです。数日前と何かが違う。
。。何かヘン。
。。なんだ
ろう。
。
。葉っぱが無い！庭の住虫？が食べてしまったようです。葉脈しか残ってない。紫陽花の葉
っぱ、住虫にとって美味しいかったみたいです。これから水ようかんの美味しい季節。紫陽花の葉
っぱに水ようかん載せると一段と美味しそうに見えるのです。今年はそれができない。。。泣（H）
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【ホメオストレッチ】

【造形 day】

14:00～

※プログラムは予告なく変更する場合もあります。また状況により休業の場合もあります。

★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 3 名）前日までにお願いします。
☆OHANA ブランチ・・・・今月はお休みです。
☆写真 de 語ろう・・・・・お題の写真を前日までにお願いします。
※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。

チャート
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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 1・３・４週『座談会』
・・・オンラインでも参加できます。オンライン希望の方はス
タッフまでご連絡ください。
◆第２週『パステルで描こう』
・・・先生は来ませんが、自由に描きましょう！
◆第５週『消しゴムはんこ』・・・久しぶりの消しゴムはんこ！図案は考えて来てください
ね。今までやったことがない人も是非参加してみて下さい。

◆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』
・・・今月の座学のテーマは「脳の仕組みパート２」です。
先月のお話の第 2 弾。興味のある方は、ぜひご参加ください。施術を希望される方は予
約をお願いします。限定 3 名です！
◆第２・３・4 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。
※『OHANA ブランチ』は、当分お休みします。

◆第 1 週『造形 day』・・・コラージュやります。
◆第２『写真で語ろう』・・・今月のテーマ「お気に入りの“身につけるもの”」
。写真を
2 枚ご用意ください。オンラインで参加希望される方は、スタッフまでご連絡ください。
◆第３週『新聞部』・・・チャート通信に載せる文章や作品を寄せてください。
◆第４週『free』・・・好きなことして過ごしましょ♪

※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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コラム
新しい日常～With コロナの生活へ
◆４月６日夕方、緊急事態宣言が発令されるとニュース速報で見た。
それなりの年月生きてきたが初めての出来事で、これから起こることが想像
つかず戸惑いました。それから１ヶ月半、フリースペースを休止し、在宅
勤務を経験し、オンラインプログラムを始めたりしました。バタバタと
動かざるを得ず、「オンラインってどうやるの？」状態のメンバーと連絡
を取って、みんなの顔を画面越しにでも見られた時はホッとしました。
メンバーも保護者の皆様も不安を覚えたのではないでしょうか。
◆６月から諸活動を再開します。でも、これまでとまったく同じ世界が
戻ってくるのではなく、コロナと共に（with コロナ）生活していくこと
になります。まずは「手洗い・消毒」「ソーシャルディスタンス」「マス
ク着用」の基本行動を念頭に、
「かからない、うつさない」健康に気を
遣う毎日になじんでいきましょう。変化は恐いけれど、気づけばこれが
新しい日常になっていきます。一緒に、もう一回はじめの一歩を！
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