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今年度よりチャートの開室日は変更になります！
開室曜日―月・木・金

開室時間―12:30～18:00
星槎教育研究所 スタッフ一同

★保護者対象セミナー★
《プログラム》
チャートの開室日変更に伴い、プログ
ラムの変更もあります。
・「パステルシャインアート」は第 3 火
曜日から第３金曜日 14:00～になりま
す。が、今月、先生はご都合でお休みに
なります。
・「お出かけ部」は、定期プログラムに
入っていませんが、不定期で行っていき
たいと思います。
・「造形 day」は「ものつくり」と一緒
になります。工作を中心に消しゴムはん
こやプラ板、縫物や編み物等もやってい
きたいと思います。作ってみたいものが
あったら、スタッフまで！
・4 月 2 日は、最近やっていなかった「コ
ラージュ」をやりたいと思います。
ｒｙ
みなさんのご参加お待ちしています。

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。
今年度より曜日が、水曜日から月曜日に変更になりま
した。参加される方はお気を付けください。

【日時】４月 19 日（月）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

★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４月５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) 面談日も月曜日になりました。
・４月 12 日（月）
① 13:30～ ② 14:45～
・４月 19 日（月） (保護者セミナー終了後)
① 13:30～ ② 14:45～ ③ 16:00～
・４月２６日（月）
① 13:30～ ② 14:45～
面談時間は１時間です。
※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〉
今年は「風の時代」とよく耳にしますね。いったい何？って思い、調べていたら「柔軟に、そし
て前向きに変化を受け入れること」という１行に目が留まりました。風の時代の過ごし方ね。４月
です。不安なこともあるかもしれませんが、気持ちも新たに前進していきましょう。
（H）

4 月スケジュール
月

火

水

木
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【ホメオ

【コラージュ】

ストレッチ】

14:00～

13:30～
５

6

7

8

9

【川合タイム】

閉室日

閉室日

【OHANA 俱楽部】 【写真で語ろう】
13:30～

15:00～
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13
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15

16

【保護者面談】×２

閉室日

閉室日

【OHANA 倶楽部】 【パステル
13:30～

シャインアート】

14:00～
19

20

21

22

23

【保護者セミナー】

閉室日

閉室日

【OHANA

【ものつくり】

【保護者面談】×３

ブランチ】

14:00～

13:30～
26

27

28

29

30

【保護者面談】×２

閉室日

閉室日

昭和の日

閉室日

※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（3/31）までにお願いします。（座学 4～5 名）
（施術 3 名）
☆OHANA ブランチ・・・・4/19 までに。食べるだけでも OK!
☆ものつくり・・・前日(4/23)までに！材料の準備のため。
「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。

チャートプログラム
◆第 1 週『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２・３・４週・・・プログラムはありません。自由に過ごす日です。

閉室日
閉室日

◆第１週『ホメオストレッチ』・・・今月の座学は引き続き「ホメオストレッチの実践」
です。タオルをご持参ください。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 2・3 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 4 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「鶏塩うどん」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。
来月以降は第 3 週になります。

◆第 1 週『コラージュ』
・・・久しぶりにやりましょう！
◆第 2 週『写真で語ろう』・・・今月のお題「お気に入りの履物」の写真を 2 枚ご用意
ください。靴？サンダル？ブーツ？みなさんのお気に入り、楽しみにしています。
◆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、先生はお休みです。
◆第 4 週『ものつくり』
・・・
「消しゴムはんこ」こちらも久しぶり！彫りたい図案のあ
る人は持って来てくださいね。
◆第 5 週・・・閉室日

※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。
※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。

４月からの活動について

いつも CHART の活動にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。また、昨年度はコロナウイル
スの感染拡大に伴い、皆さまにはご不便をおかけしまして、あらためましてお詫び申し上げます。
ＣＨＡＲＴの活動につきましては、昨今のご利用状況、社会の状況、現状のニーズを考慮し、どのような形態
が求められているか、星槎教育研究所といたしましても検討してまいりました。残念ながら、フリースペース
の利用者は減少しており、フリースペースに誰も来ていない日があることもたびたびありました。またコロナ
ウイルス感染拡大の影響もあり、保護者セミナーや面談などで来所していただく方も減少しているのが現状
であります。その一方、来所の形ではなく ZOOM などを利用しながらの支援、という新たな方法もチャレン
ジしてまいりました。来所は難しくても別の方法でつながることができたことは私どもにとっても大きな収穫
であり、今後の活動のヒントを皆さまからいただいたと思っております。そのような状況から、２０２１年度に
つきましては活動内容を見直しながら、ニーズに合うような若者支援として CHART の活動を継続していき
たいと考えております。
今後も、こんな活動があったらいいな、こういう支援をしてほしい、などのお声をいただきながら活動を行
っていきたいと考えております。この度はご報告が遅くなり、突然のご連絡になりまして申し訳ありません
が、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
星槎教育研究所 所長 高田美香

【２０２１年度 CHART について】
※詳しくは、別紙「CHART のご案内」をご参照ください。

＊今までのコース（フリースペース開所日、保護者セミナー・面談設定日が変更となります。
）
・フリースペース・・・月/木/金 １２:３０～１８:００
木曜、金曜日はプログラムあり。詳細は月の予定表でご確認ください。
・家族サポート・・・保護者セミナーが第３月曜日に変更となります。
・訪問サポート
＊新しく追加されるコース（別料金です。フリースペースの利用者は振り替えての利用が可能です）
・スクールライフサポート
・ライフサポート
・学びサポート
・余暇活動
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