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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

★保護者対象セミナー★
《プログラム》
今月の【写真で語ろう】のテーマは
「コロナが終息したら行きたい場所」で
す。
今年のゴールデンウィークも昨年のよ
うにステイホームなので、行きたい場所
をみんなで発表しましょう♪
発表する写真は、自分で撮った写真だけ
でなく、ネットで見つけた画像でも OK
です！
みなさんの行きたい場所はどこです
か？思い出の場所？それとも憧れの場
所？
【写真で語ろう】は５月１４日（金）の
15：30～です。
オンライン（zoom）での参加も可能で
す。
※オンライン参加希望の方はご連絡く
ｒｙ
ださい。

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】5 月 17 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 5 月 6 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。
・5 月１７日（月） (保護者セミナー終了後)
① 13:30～ ② 14:45～ ③ 16:00～
・5 月２４日（月）
① 13:30～ ② 14:45～
・５月３１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〉
新年度になり開室日が週３日になったチャートも１か月が過ぎました。まだまだ変化の波に乗れて
ない…と思っていても大丈夫です。何といってもスタッフ O もリズムが掴めていませんので！(笑)
変化もあるけれど、ゆっくりマイペースで進んでゆきましょう♪（O）
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※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・・・・当日（5/6）まで。
（座学 4～5 名）（施術 3 名）
☆ものつくり・・・・・・・前日(5/６)まで。材料の準備のため。
☆OHANA ブランチ・・・・３日前（5/１７）まで。食べるだけでも OK! 食材費がかかります。
「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、出来る限りプログラム開始時間に間に合うよう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２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３・４・５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・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 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「フライパン１つで！簡単ナポリタン」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 1 週『ものつくり』
・・・久々にプラ板をやります。作りたい図案がある場合は持
ってきてくださいね。
◆第 2 週『写真で語ろう』・・・今月のお題は「コロナが終息したら行きたい場所」
写真を 2 枚ご用意ください。ネットから見つけた画像でも OK です！
◆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。今月の先生は植竹先生です。
◆第 4 週『おやつの会』
・・・お菓子作りをします。作りたいお菓子があったらスタッ
フまでお知らせください♪

※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。
※プログラムは時間表示が無ければ、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。

お知らせ
お会いできていなかった方には、突然のお知らせになります。
４月いっぱいで、スタッフ H は、星槎教育研究所を退職となりました。
知らなかった人には、ごめんなさい！
昨年からのコロナ騒動の影響を受けて、来所が難しくなってしまったメンバーも多かったですね。
そのため、お会いできなかったメンバーもいたことが、心残りです。
で、一言（ではないが。
。
。
）
。
４月の終わりから「また緊急事態宣言が！」となり、心配になっていると思いますが、心配し過ぎるの
は、よくないですよ～。
これからは、正しい情報を自分でしっかりキャッチするのが大切なのかなぁと思います。
それから心と身体の健康にも十分気を付けて毎日の生活を送って欲しいです。
おすすめは日光浴！（笑）ほどよく紫外線を浴びてくださいね。新緑が綺麗な季節です。人混みを避け
て、お散歩に行くのも気持ち良いですね。
さてさて、１ヶ月遅れ？で新年度が始まるスタッフ H です。
この先「どうなるか？」と心配するより、この先「ワクワク！」と思って過ごしていきたいなぁと思っ
ています。
やりたいこともいっぱいあるし、1 度きりの自分の人生楽しまないと勿体無い！
チャートのメンバー、保護者の方々には、たくさんのことを教えていただきました。
いろいろありがとうございました。
ご縁があってお会いできたことに、心より感謝申し上げます。
お元気で！！
スタッフ H
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