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♪夏季休業のお知らせ♪
8 月 11 日、12 日、13 日、14 日は夏季休暇とさせていただきます。
お問合せ等は、17 日以降にお願い致します。
NPO 法人星槎教育研究所
スタッフ一同

《今月のプログラム》
やっと再開です！「OHANA ブラン
チ」！！みんなで買い物へ行き、作っ
て、食べるプログラムです。記念すべ
き再開メニューは「キーマカレーうど
ん」です。辛さ控えめなキーマカレー
になる予定。今回は、ごはんではなく、
うどんで食します。美味しそうですね
～♪食べるだけでも OK です。食べた
い人は予約表に名前を書いてください
ね。
「OHANA ブランチ」に参加したこと
ない人は、どんな感じなのか見に来て
くださいね。チャートでお料理を覚え
て、覚えたお料理をお家で作って、ご
家族を驚かしてみるのも良いので
は？？？
このプログラムは、参加費（食材費）
がかかります。
「OHANA ブランチ」は 8 月 20 日
参加お待ちしています！

★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】８月 19 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 8 月３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)
・８月 5 日(水)
① 13:30～ ② 14:30～
・８月 19 日(水) (保護者セミナー終了後)
① 13:30～ ② 14:30～
15:30～ ④ 16:30～
・８月 26 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〉
あっという間に 8 月ですね。夏季休暇、何して過ごします？？？「ちょっと旅行に！」とはな
りませんよね。でも家にずっといるのもねぇ。。。少しでも自然を感じられる公園でも行ってみよう
かなぁと思う今日この頃。日焼け対策、暑さ対策もしっかりとして、木陰でボーっとしに。（H）
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8 月スケジュール
月

火

水

木

金

３

４

５

６

７

【川合タイム】

【ものつくり】

【保護者面談】×２

【ホメオ

【コラージュ】

14:00～

ストレッチ】

14:00～

13:30～
１０

１１

１２

１３

山の日

夏季休暇

夏季休暇

夏季休暇

夏季休暇

１７

１８

１９

２０

２１

【川合タイム】

【お出かけ部】

【保護者セミナー】

【OHANA ブランチ】 【写真で語ろう】

話し合い

【保護者面談】×４

１４

11:00～

【新聞部】

14:00～

14:00～

２４

２５

２６

２７

【川合タイム】

【塗り絵】

【保護者面談】×２

【OHANA 倶楽部】 【お出かけ部】

14:00～

２８
13:30～

【心の健康対策本部】

外出日

15:30～17:00

３１

9/1

【川合タイム】

未定

9/2

9/3

9/4

【ホメオストレッチ】

【造形 day】

※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・・・・前日（8/19）までに。食べるだけでも OK!
☆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。
◆基本最終週『OH!江戸さんぽ』
・・・涼しくなるまでお休みにします。が、気が向いた
ら「ちょっとそこまで」はありかも。。。

◆第 1 週『ものつくり』・・・今回は「風鈴」を作ります。ペットボトルを 1 本持って来
てください。
◆第 3 週『お出かけ部』
・・・28 日に外出を予定しています。行き先を決める話し合いを
行いたいと思います。密を避けて楽しめるところってどこ？？？
◆第 4 週『塗り絵』…塗り絵ってやってます？きっと何年も塗ってないよ～という人が多
いのでは？たまには童心に帰って塗ってみましょ♪いろいろ用意しておきます。

◆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』・・・今月の座学のテーマは「夏バテにならない対策」で
す。夏バテ対策に興味のある方、元気に夏を乗り切りたい方は、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３『OHANA ブランチ』
・・・今月から再開です。買い物へ行き、みんなで調理をす
るプログラムです。今月は「キーマカレーうどん」を作ります。食べるだけでも OK!
参加費（食材費）がかかります。
◆第 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。

◆第 1 週『コラージュ』
・・・雑誌を切り抜き、台紙に好き勝手に貼ってみよう。
◆第 3 週『写真で語ろう』・・・今月のテーマ「夏休みのある 1 日」です。写真を 2 枚
ご用意ください。
◆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『お出かけ部』
・・・今月はどちらへ行くのかな？場所によっては、交通費、入
場料等がかかります。
※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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活動報告
7 月 21 日（火）のパステルシャインアートは、久々にパステルの先生を招いて行いました。
今回は夏らしく【うちわ作り】です。
うちわ作りは、うちわキットを使って作りました。
うちわキットは、骨組みと裏面がシールになっているうちわの台紙（表裏 1 枚ずつ）がセットに
なっています。
絵を描いた台紙を骨組みに貼ると、簡単にうちわが出来上がるのです。
絵のテーマは特になかったので、筆者はハワイをイメージした絵を描きました。
他のメンバーさんは、夏をイメージした絵を描いたり、自分の好きな絵を描いたりしていました。
このうちわで、この夏を乗り切りたいと思います！
写真は制作過程のものです↓

発行元

〒162－0806
TEL

NPO 法人星槎教育研究所
新宿区榎町 45 番地

03-5225-6245

FAX

MAIL chart@seisa.ed.jp

4

さくらビル 2F

03-5225-6246

