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《今月のプログラム》
24 日の「ものつくり」は毛糸でボン
ボンのクリスマスリースを作ります。
全部ボンボンでリースを作っても、ア
クセントにボンボンを使っても、好き
なように自分だけのクリスマスリース
を作りましょ♪ボンボンは作っておく
ので、それを使っても、自分で作って
も OK!

ＮPO 法人星槎教育研究
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】11 月 18 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★
27 日の「お出かけ部～外出～」今月は
どこに行きますか？？？
行き先は、10 日の「お出かけ部～話し
合い～」で決めます。みんなで行って
みたいところがある人は、ぜひ参加し
てみて下さい。行き先はみんなで話し
合って決めま～す！
行き先によっては、交通費や入場料、
入園料等がかかります。手帳をお持ち
の方は、当日お忘れなく！施設等によ
っては、料金の割引等がありますよ～。

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 11 月 2 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)
・11 月 11 日(水)
① 13:30～
・11 月 18 日(水)
① 13:30～
15:30～
・11 月 25 日(水)
① 13:30～

② 14:30～
(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。

〈スタッフのつぶやき〉
今年の冬は、ラニーニャ現象の影響で、寒くなると言われてますね。暖かい冬が続いていたので、
余計に寒く感じてしまうかもですね。そんな冬、雪は降るのでしょうか？？？スタッフ H は、冬
には雪が見たいです！去年は、雪降っても積もりませんでしたからね～。でも公共交通機関がスト
ップしてしまうような大雪は・・・。雪はイヤ！と言う人もいるかもしれませんが、今年は、ほど
ほどに降ってほしいです。寒さ対策は、今から準備をしていきたいと思います。
（H）
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【造形 day】

13:30～

※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（11/19）までに。食べるだけでも OK!
☆お出かけ部（外出日）
・・・・前日までに。
※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。
◆基本最終週『OH!江戸さんぽ』
・・・今月はどこへ行きましょうか？？？行きたいとこ
ろがあれば、スタッフまで。出発時間は行き先次第で変わります。

◆第２週『お出かけ部』
・・・２７日（金）に外出を予定しています。行き先を決める話し
合いを行います。密を避けて楽しめるところってどこ？？？行きたいところがある人は、
ぜひ参加してくださ～い！
◆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。今月は植竹先生です。
◆第４週『ものつくり』・・・「ボンボンクリスマスリース」を作ります。見本を作って
おくので見てくださいね～♪

◆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。15:30～17:00

◆第１週『ホメオストレッチ』
・・・今月の座学の時間は「ストレッチの練習」をします！
参加される方は、タオルを 1 枚を必ず！持参してください。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・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、みんなで調理をするプログラムです。
今月「じゃがチキンクリーム煮」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。ご飯とかパンとかと一緒に食べたい人はご持参ください！

◆第 1 週『造形 day』
・・・今月は「みんなでちぎり絵」1 つの絵をみんなで完成！
◆第２週『写真で語ろう』
・・・今月のテーマ「日常生活の 1 コマ」です。飾らない日常
生活の写真を 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。手帳お持ちの方はお忘れなく！

※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
10 月の活動報告です。
マ

ン

ガ と し ト ー キ ョ ー てん

10 月のお出かけ部は、国立新美術館で開催中の【MANGA都市TOKYO 展 】に行きました。
東京を舞台にした漫画やアニメ作品を紹介する作品展です。
パリでも昨年開催されたそうで、パリの漫画ファンのメッセージ等も展示されていました。
皆さん、絵が上手い！！
東京を舞台にした作品はたくさんあるのですね～。改めて感心しました。
個人的に感動したのは、手塚治虫先生をはじめとした大御所作家さんの原稿や、セーラームーンの
アニメのセル画が見られたことです(*´ω｀*)
セーラームーンは子供の頃に好きだったので、とても懐かしい気持ちになりました♪

11 月 3 日まで開催しているそうなので、ご興味のある方は行ってみてはいかがでしょうか？（O）
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