
椎名雄一活動予定（2020 年 1月）

月 火 水 木 金 土 日
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1 月 新宿ルミネ

毎月　第４（木）～（土）の４日間
（木）（金）13 時～20 時（搬入 12 時 撤収 21 時）
（土）（日）11 時～18 時（搬入 10 時 撤収 19 時）
※ 椎名以外が店頭にいることもありますので、
　用事がある方などは事前にご連絡ください。
※ 最後の 2時間は販売で忙しいので対応できない
　こともあります。ぜひ手伝ってください。
※ 助かること
　・写メ撮って拡散   ＃さとこもり　＃ルミネアグリマルシェ
　・自分の写真が撮れないので撮って送って！
　・ゆっくり買い物をして人だかりを作る
　・販売の手伝い（やり方を教えます！）

実践心理学講座　＠町田　19時～20 時半

人生に人間関係に仕事に勉強に役立つ心理学を
すぐに使える形でお伝えしています
＃001 やる気スイッチの入・・ ＃002 夢が叶うゴールの・・

＃003 一瞬で気持ちを切り・・ ＃004 本当の頭の良さを・・

＃005 依存症の症状と克服・・ ＃006 うつ病のメカニズム

＃007 ハーバード流交渉術  ＃008 ＴＨＥプレゼンテ・・

＃009 平成ｖｓ昭和  ＃010 性格に合わせて・・

＃011 新しい関係性を生み・・ ＃012 人のつながり方・・

＃013 中学生が学校に行き・・ ＃014 8050 問題とひき・・

＃015 ひきこもりよりさと・・ ＃016 ゲームから進路を・・

＃017 フォーカシング  ＃018 ダンシングスコア

＃019 ひきこもりの実際と・・ ＃020 人を病ませる言葉

＃021 傾聴（丁寧に聞くコツ） ＃022 ひきこもりと一次・・

＃023 洞察力（脳内を読む力） ＃024 創造性

＃025 交流分析基礎  つづく

＃017

＃020

＃019

＃018

群馬県前橋市（さとこもり）
群馬県前橋市で「農業」「林業」「乗馬」など
都会ではできない体験をして過ごします。
ＪＲ前橋駅に 12 時集合　翌日 16 時ごろ解散
クルマの方は　にクルマを駐車して駅構内の

マクドナルドに集合。電車はマックに集合。
参加費　初参加 17,000 円　以降 10,000 円
※ 1 日目の夕食の時に徴収（宿、活動代）
※ 現地まで誰かのクルマで来る方は交通費を
　ドライバーに（片道 2,000 円程度）

大人の放課後（30歳以上対象）

町田・相模原・多摩・八王子エリアの大人が
親睦を深める会です。ビジネスに発展したり
鍋をつついたりしています。18 時～20 時
どなたでも参加できますが近所の人が多い。

つな 大人の放課後「つなきち」（若者対象）

町田エリアの若者（気持ちが 30 歳まで）が
集まったゆるいあつまりです。コーヒーを
飲んだり、食事を食べたりして交流してい
ます。　14 時～18 時

募集！！

つな

・Avex のタレントさん（歌手）にカウンセリングを
　個人レッスンしています。練習相手として講義中に
　Avwx 本社ビルまで来てくれる人を募集しています。
　　1/23　2/18　2/26　3/12　の　13時～17 時
・精華学園の学校の場所を夜間活用してくださる人を
　募集しています。条件は 10名以上で使用すること。
　月 1回以上定期的に開催することです。詳細は相談。
・農業などをテーマにできる Youtuber がいれば
・家庭訪問を希望しているひきこもり（15～60 歳）
・新宿ルミネで販売体験をしてみたい大学、サークル、
　通信制高校、塾などの 15～25 歳くらいまでの団体。



椎名雄一活動予定（2020 年 2月）

月 火 水 木 金 土 日
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2 月 新宿ルミネ

毎月　第４（木）～（土）の４日間
（木）（金）13 時～20 時（搬入 12 時 撤収 21 時）
（土）（日）11 時～18 時（搬入 10 時 撤収 19 時）
※ 椎名以外が店頭にいることもありますので、
　用事がある方などは事前にご連絡ください。
※ 最後の 2時間は販売で忙しいので対応できない
　こともあります。ぜひ手伝ってください。
※ 助かること
　・写メ撮って拡散   ＃さとこもり　＃ルミネアグリマルシェ
　・自分の写真が撮れないので撮って送って！
　・ゆっくり買い物をして人だかりを作る
　・販売の手伝い（やり方を教えます！）

実践心理学講座　＠町田　19時～20 時半

人生に人間関係に仕事に勉強に役立つ心理学を
すぐに使える形でお伝えしています
＃001 やる気スイッチの入・・ ＃002 夢が叶うゴールの・・

＃003 一瞬で気持ちを切り・・ ＃004 本当の頭の良さを・・

＃005 依存症の症状と克服・・ ＃006 うつ病のメカニズム

＃007 ハーバード流交渉術  ＃008 ＴＨＥプレゼンテ・・

＃009 平成ｖｓ昭和  ＃010 性格に合わせて・・

＃011 新しい関係性を生み・・ ＃012 人のつながり方・・

＃013 中学生が学校に行き・・ ＃014 8050 問題とひき・・

＃015 ひきこもりよりさと・・ ＃016 ゲームから進路を・・

＃017 フォーカシング  ＃018 ダンシングスコア

＃019 ひきこもりの実際と・・ ＃020 人を病ませる言葉

＃021 傾聴（丁寧に聞くコツ） ＃022 ひきこもりと一次・・

＃023 洞察力（脳内を読む力） ＃024 創造性

＃025 交流分析基礎  # 026 モデリング

＃027 RPG と進路指導   #028 ひきこもり交流会

＃025

＃028

＃027

＃026

群馬県前橋市（さとこもり）
群馬県前橋市で「農業」「林業」「乗馬」など
都会ではできない体験をして過ごします。
ＪＲ前橋駅に 12 時集合　翌日 16 時ごろ解散
クルマの方は　にクルマを駐車して駅構内の

マクドナルドに集合。電車はマックに集合。
参加費　初参加 17,000 円　以降 10,000 円
※ 1 日目の夕食の時に徴収（宿、活動代）
※ 現地まで誰かのクルマで来る方は交通費を
　ドライバーに（片道 2,000 円程度）

大人の放課後（30歳以上対象）

町田・相模原・多摩・八王子エリアの大人が
親睦を深める会です。ビジネスに発展したり
鍋をつついたりしています。18 時～20 時
どなたでも参加できますが近所の人が多い。

つな 大人の放課後「つなきち」（若者対象）

町田エリアの若者（気持ちが 30 歳まで）が
集まったゆるいあつまりです。コーヒーを
飲んだり、食事を食べたりして交流してい
ます。　15 時～17 時

募集！！

つな

・Avex のタレントさん（歌手）にカウンセリングを
　個人レッスンしています。練習相手として講義中に
　Avwx 本社ビルまで来てくれる人を募集しています。
　　2/18　2/26　3/12　の　13時～17 時
・精華学園の学校の場所を夜間活用してくださる人を
　募集しています。条件は 10名以上で使用すること。
　月 1回以上定期的に開催することです。詳細は相談。
・農業などをテーマにできる Youtuber がいれば
・家庭訪問を希望しているひきこもり（15～60 歳）
・新宿ルミネで販売体験をしてみたい大学、サークル、
　通信制高校、塾などの 15～25 歳くらいまでの団体。

つな


