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《今月のプログラム》
・２月５日の「造形 day」では久しぶ
りの「痛チョコレート」です。溶かし
たチョコレートで好きなキャラクター
等々を描いてみませんか？参加する方
は、原画となるものをお持ち下さい。
大きすぎると、チョコレートも大量に
使用することになるので、あまり大き
すぎず、でも小さすぎずのものを選ん
でくださいね。

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】2 月 17 日（水）10：30～

要予約

オンライン（zoom）でも参加できます。
zoom で参加を希望される方はご連絡ください。
ID とパスワードをお知らせ致します。

【講師】フリースクール英明塾代表
川合 雅久氏
～～～～～～～～～～～～～～～～～
・2 月 2 日は、
「オンライン」です。こ
のご時世、なかなかチャートに来所で
きない人も多いので、zoom でおしゃ
べりしませんか？チャートに来所し
て、ゲームでも、フェルトでチクチク
しても、絵を描くなど好きな事をやっ
ていても OK! zoom がよくわからない
という方は、スタッフまでご連絡下さ
い。時間は 1４時くらいから 1６時ご
ろまでを予定。
参加お待ちしていま～す♪

★今月の個別相談★

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 2 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)
・2 月 10 日(水)
① 13:30～ ② 14:30～
・2 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～
・2 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〉
２月３日は立春。２月３日？？？ってなりませんか？立春は二十四節気の一つですが、なんと少
しづつ誤差が出ているためにズレが生じて、今年は立春が２月３日で、節分は１２４年ぶりに前日
の２月２日になります。そして、これからしばらく４年ごと（うるう年の翌年）に節分が２月２日
になるようです。因みに今年の恵方は「南南東やや南」だそうですよ～。
（H）
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お知らせします）
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【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・・・・前日（2/3）までにお願いします。（座学 4～5 名）（施術 3 名）
☆造形 day・・・前日(2/4)までに！材料の準備のため。
☆OHANA ブランチ・・・・前日(2/17)までに。食べるだけでも OK!
☆お出かけ部（外出日）
・・・・前日(2/25)までに。
「プログラムに参加したいけど締め切り日までに来所して名前が書けない！」という方はご連絡下さい。
※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』
・・・行きたいところのある人はスタッフまで！今月は
お休みです。

◆第１週『オンライン』
・・・オンラインでつなぎます！メンバーとおしゃべりしたい参加
ご希望の方は前日までにご連絡下さい。ID、パスワードをお知らせします。来所して好きな
ことをやっていても OK です。時間は 14～16 時を予定しています。
◆第２週『パンラボ？』
・・・パン作ります！でも、もしかしたら、中止の場合ありかも。
。
。
◆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『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『ホメオストレッチ』・・・今月の座学の時間は、引き続き「ホメオストレッチの
実践」です。参加したことがない人！ぜひ１度参加してみて下さい。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。
今月は先月作れなかった「餅入りじゃがいもガレット」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『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『造形 day』
・・・
「痛チョコレート」好きなキャラクタ―等々を描きましょう！
◆第２週『写真で語ろう』
・・・今月のテーマ「お気に入りの猫 or 飼い猫」です。写真
を 2 枚ご用意ください。Zoom でも参加できます。参加ご希望の方は前日までにご連絡
下さい。ID とパスワードをお知らせします。
◆第３週『新聞部』・・・メンバーの皆さん！通信の活動報告をお願いします。
◆第４週『未定』
・・・世の中の動向を見てプログラム内容を決めます。決まり次第ツイ
ッターでお知らせします。
「ツイッターやっていないよ～」という方はメールでお問合
せ下さい。
※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
今年のチャートも１月５日、
「護国寺」に「初詣」から始まりました。
当日は、生憎の曇り空でちょっと寒かったですが、メンバーとスタッフ計７名で行ってきました。
参拝し、おみくじを引いたり、写真を撮ったり、１時間ほど寺内を散策しました。楽しい時間でした。
まだまだ、落ち着かない世の中で、当日は（チャートにも）来たくても来れなかった人いると思います。
世の中落ち着いたらメンバーの皆さんは、チャートに来てくださいね。お待ちしております。
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