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Ｉｎ ｓｃｈｏｏｌ」開催される！

１０：３０～11:45 越谷市立中央中学校

参加者 生徒 17 名

教師５名

保護者数２名

ＮＰＯ法人 ハンドセラピー・彩
押元様・藤原様・並木様
平成 30 年 5 月 22 日
越谷市立中央中学校
特別支援学級担当
主任 山田 和人
ハンドセラピー体験の感謝状送付について
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は特別のご
高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたびは、ハンドセラピー体験を実施していただき、誠にありが
とうございました。生徒たちもゴールデンウィークを終えたところで
したが、本体験学習によって心の安定を図ることができ、その後も落
ち着いて生活を送ることが出来ています。 家庭でも実践した生徒も
多く、保護者の方からも「大変気持ちが良かった」
「心が落ち着いた」
という声が届いています。
さて、表題にもございます通り、生徒たちが心を込めて感謝状を書
きましたので、当日の体験の様子ととも冊子にしてお送りさせていた
だきます。乱文乱筆で大変申し訳ございませんが、ご一読いただける
と幸いです。
略式ながら、書中をもちまして御礼申し上げます。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
・ハンドセラピー本当にありがとうございま
敬具
した。気もちよかった所は、肩を回したとこ

ろです。それを「三角きん」と言っていたの
で、とてもビックリしました。ここちよい音
楽が流れていたので、リラックスできまし
た。ハンドセラピーで優しさ、リラックスす
ることを意識してやれたと思います。今後も
この学習を生かしていきたいと思います（感

生徒さんお一人ずつの、感謝状の綴
りをいただきました。

謝状の一部をご紹介）

お
お知
知ら
らせ
せ
◎新会員のご紹介（敬称略）
現会員数 210 名

リボンストラップ講座のお知らせ
：材料準備の為、予約が必要です(別紙参照)
開催日：2018 年７月 28 日（土）
浦和フォローアップにて
時 間：10 時～12 時
場 所：パルコ 10 階 13 集会室
費 用：1,000 円
お問い合わせ：
・各地区 GL へ
・事務局
090－4521－6949

＊通常のフォローアップの実技研修も同時開催

2018 年度
オープンセミナー開催のお知らせ

花王ソフィーナ 化粧講座のご案内
開催日 ：９月１９日(水)
場 所 ：浦和コミュニティーセンター
１５集会室
時 間 ：１０時～１１時３０分
費 用 ：無料
「簡単キレイな好印象メイク講座」
を開催します。(別紙参照)

落合
北松
関根
曽田
長廣
藤井

敦子(越谷市)
信子(越谷市)
恵子(久喜市)
より子(越谷市)
久美子(越谷市)
好美(越谷市)

平尾 君枝(上尾市))
井上 祥子(さいたま市)
美濃部 美恵子(志木市）
田中 順子（さいたま市）
吉岡 かよ(吉川市)
中井
飯塚
飯島
伊藤

早苗（さいたま市）
千恵（川口市）
啓佳（戸田市）
加代子（さいたま市）

佐藤 秀子（春日部市）
安見 和恵(さいたま市)
是川 慶子(さいたま市)
佐藤ミキ子(さいたま市)
塩谷 侑子(さいたま市)
羽石 貴子（越谷市）
梶原 美代(越谷市)
花木 京子（加須市）
樋山 弘美(越谷市)
川崎
小泉
浦野
木下

昭子(春日部市)
英子(春日部市)
修子（さいたま市）
美紀(さいたま市)

(3 月～5 月までの新入会員)

事前予約 先着順 80 名
申し込み先は
・フォロアップ時に各地域の GL へ
・事務局へのメール・電話申込み
TEL 090-4521-6949
(ショートメール可能)

皆様宜しくお願い致します。

8 月の養成講座・フォローアップの設定は、ありません

今後の養成講座
浦和会場
浦和コミュニティーセンター
A コース 9:30～12:00
B コース 13:30～16:00

☆6 月 29 日（金）
（午前）第 9 集会室

A コース 10:00～12:30
B コース 13:30～16:00

設定なし

（午後）第 9 集会室

☆7 月 10 日（火）

川口会場
川口市民パートナーｽﾃｰｼｮﾝ

☆7 月 24 日（火）
第 13 集会室

会議室１

設定なし

設定なし
☆7 月 22 日（日）
会議室 4

越谷会場
市民活動支援センター
A コース 9:30～12:00
B コース 13:00～15:30

春日部会場
市民活動支援センターぽぽら
A コース 9:30～12:00
B コース 13:00～15:30

県活会場
埼玉県県民活動総合センター
A コース 9:30～12:00
B コース 13:00～15:30

☆6 月 23 日（土）
活動室 A

設定なし

設定なし

☆6 月 29 日（金）
6 階会議室 4

設定なし

設定なし

情報が入り次第ご連絡
いたします。

設定なし

設定なし

今後のフォローアップ
浦和会場

フォローアップは予約ではありません。ブルーの名
札があればどの会場でも自由にご参加できます。

☆6 月 26 日（火）

☆7 月 2８日（土）

第 9 会室 10:00～12:00

第 13 会室

☆浦和地区と合同で行います。
会場は浦和コミュニテイーセンター

☆浦和地区と合同で行います。

市民活動支援センター

☆6 月 9 日（土）
活動室 A 13:30～15:30

☆7 月 15 日（日）
活動室 A 13:30～15:30

春日部会場

☆6 月 24 日（日）

☆7 月 22 日（日）

浦和コミュニティーセンター

川口会場
かわぐち市民パートナー
ステーション

越谷会場

市民活動支援センターぽぽら

県活会場
埼玉県県民活動総合センター

6 階会議室 6 10:00～12:00

☆6 月 4 日（月）
21 準備室

10:00～12:00

会場は浦和コミュニテイーセンター

４階会議室２

10:00～12:00

☆7 月 2 日（月）
203 セミナー室

