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くーおん ニュース
年末に当たり、皆さまへ理事長よりご挨拶

特集:

今年もご協力ありがとうござい
ました。
２８年度も四分の三が終わろ
うとしています。
くーおんにもとれいるにも新し
い仲間が加わり、一層にぎやか
な時間を過ごすことができまし
た。毎年、少しずつですが、新し
いチャレンジをしていくように努
力しているつもりです。お子さん
もスタッフも一緒に日々こつこつ
とからだも心も強く、たくましくな
るよう、時間と経験を積み上げて

• 理事長より
ご挨拶
• 夏休みキャンプ
• 自然体験
プログラム

最新ニュース:
年末にあたり
理事長挨拶

いきます。
こどもたちは、楽しみ、迷い、
反抗、信頼、安心、たくさんの感
情を成長と共に表してくれてい
ます。その一瞬一瞬を見逃さな
いよう、日々スタッフ一同精進し
てまいります。
保護者のみなさまには日々、
ご理解、ご協力いただき、まこと
にありがとうございます。
新しい年も引き続きよろしくお
願いします。

「夏休みプログラム」 ７月２５日～８月３１日
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4

今年の 7 月は涼し
い日が多かったの
で、ウォ―ミング
アップを外で行った
り・ドッチボールを
取り入れたりする事
ができました。
夏期プログラムでは、幼児・低学年の頃からくーおんを利用
して、高学年になっているお子さんが、新しく入会された 1 年
生にやり方を教えている姿をみる事があります。通常のクラス
では、交流することがない異学年交流も新しい発見があります
ね＾０＾

くーおん ニュース
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夏休みキャンプ２０１６
◎低学年 手賀の丘少年自然の家 ７月２８日～２９日
夏休みキャンプ！！7 月２８・２９日・・・【手賀の丘少年自然の家】に１・
２・３年生のお子さん５名とスタッフ・ボランティア 7 名の計１２名で行ってき
ました。今年は若手スタッフが途中参加になり、ヤングが来るまでの 1 日
目の日中は、私たち中年チームも大ハッスル！！
まだまだ、こども達には負けていられません＾０＾
ラッキーな事に、体育館を貸し切ることができたので、思いっきり身体遊びができました。
恒例のキャンプファイヤーでは、お兄さんスタッフも合流し、さらにテンショ
ンアップ！！火の神が登場し、着火。歌をうたったり、ダンスをしたり、燃え
上がる火を見つめる子がいたり・・・。最高潮に盛りが上っていた気分も火
の勢いと共にフェイドアウト。最後は静かに一日が終わっていきました。
二日目は、うちわ作り・水遊び(^^♪
今年の低学年キャンプは、過去最高に走りまわって、パワフルな二日間
になったと思います。
～大多喜・古民家キャンプは、台風上陸の為、中止となりました(>_<)～

自然体験プログラム
第３回 「筑波山登山」 １０月８日
１０月８日（土）出発前から雲行きが怪しかったのですが、４～６年生
１２名・スタッフ、ボランティアさん８名の集団で、筑波山までいってきま
した。
前半の 1 キロの行程までは頑張りましたが、まさかのドシャ降り(>_<)
登山の続行は無理との判断で、急遽「つくばエキスポセンター」へ向
かい ＜科学体験＞してきました。
来年、リベンジします！！

第４回 「青葉の森公園」 １１月５日
１１月の自然体験は 1～3 年生 5 名・スタッフ、ボランティア 5 名で、
青葉の森公園に行ってきました。夏の高学年キャンプ・１０月の登山
と、お天気にめぐまれませんでしたが、今回は最高に気持ちよく行って
これました♪
お弁当を食べたエリアには、どんぐりが沢山落ちていて、お土産にす
るお子さんもいました。
ちょっと制作～○・△・□に型抜きしてある厚紙に、落ち葉をあてはめて
～ママのお誕生日プレゼントにするお子さんもいました(*^^)v
広場でお兄さんスタッフとおいかけっこをしたり、工事中でちょっとしかあ
りませんでしたが遊具で遊んだり・・・秋を体感しきってきました。気持ちよ
かったですよ～。
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放課後等デイサービス「とれいる」 状況報告
＜中高生社会科見学＞
JICA 横浜・カップヌードルミュージアム
平成 28 年 7 月 22 日(金)
参加者：中高生 10 名、スタッフ 9 名

＜夏のお楽しみ会＞
8 月 26・27・30 日
8 月 29 日

夏休みに入ってすぐ、とれいる中高生メンバ
ーで、JICA 横浜とカップヌードルミュージアムに
行ってきました。JICA では、いろいろな楽器に
触れたり、ブラインドサッカーの体験をしたりしま
した。昼食もいろいろな国の珍しい料理があり、
各々好きなものを選んで食べました。カップヌー
ドルミュージアムでは、自分の好みの具を入れ
て、世界にたった一つのカップヌードルを持ちか
りました。新中学生が加わり、ますますにぎやか
になってきました。

小学生クラス 23 名
身体クラス
6名
（小学生クラス）
今年のお楽しみ会は、自分で作ったパラシュートを使っての
ゲーム大会。色々な色のメダルをそれぞれ獲得しました。
昼食後のほっこりした時間に、お祭りの本の読み聞かせを
しました。本物の笛の音やちゃんちきの音色に耳を傾けて
いました。笛の名手は、スタッフでおなじみのかなちゃん♪
です。

（身体クラス）
今年のお楽しみ会はピクニック気分を味わいました。テントの
中では、プチプラネタリウム。そのあとは、フロアでジンベイザ
メのゆりかごに乗ったり、トロピカルな香りをかぎながら足浴を
しました。夏の終わりの疲れがとれたかな？

＜ボーリング＞
8 月 31 日（水）
中高生 10 名 八千代緑が丘 キャッツアイ
とれいる初、中高生のお楽しみ会では、電車に乗って八千代緑が
丘までボーリングに出かけてきました。
予想以上に盛り上がり、2 ゲーム白熱してしまい、帰り時間が遅
れてしまったほどです。ご迷惑おかけしました。
来年もまた行こうね！！

＜身体クラス 親子遠足＞
特定非営利活動法人
「くーおん」
〒274-0063
船橋市習志野台 2-16-10
TEL・ FAX: 047-494-1358
E-MAIL:
kuon@ae.auone-net.jp
URL:

http://kuon2012.jp/kuon/

小学生 6 組 11 月 7 日（月）
中高生 2 組 11 月 14 日（月）

成田空港
成田空港

学校の振り替え休を利用して、2
週にわたり成田空港まで親子遠足
に行ってきました。京成船橋駅に集
合して、電車に乗って出かけます。
電車のアナウンスの声にもわくわく
します。展望デッキで飛行機をま近
に感じました。

BLOG:

http://kuon2012.seesaa.net/

放課後等デイサービス
「とれいる」
〒274-0063
船橋市習志野台 2-16-10
TEL・ FAX: 047-419-1643
E-MAIL:
trail@ab.auone-net.jp
URL:

http://kuon2012.jp/trail/
BLOG:

http://trail2014.seesaa.net/

「年末年始休業日」のお知らせ
特定非営利活動法人「くーおん」は、
平成２８年１２月２９日（木）～
平成２９年１月５日（木）
放課後等デイサービス「とれいる」は、
平成２７年１２月２９日（木）～
平成２９年１月３日（火）
「年末年始休業日」とさせていただきます。
ご利用者の皆様におかれましては、ご理解いた
だけますよう、お願い申し上げます。

私たちの活動はたくさんのボランティアの方
たちの協力をいただいています。通常クラスで
のサポート、自然体験 3～5 回、キャンプ、夏
休み１デイプログラムなどの多岐にわたり、活
動していく上で欠かせない存在となっていま
す。
これからも、小さい私たちの支えになってい
ただけますよう、よろしくお願い致します。

編集後記
この度、都合により「くーおん」及び「とれい
る」の URL を変更し、今回から掲載いたしま
す。
移行中は以前の URL でも閲覧可能です。来年
の３月をめどに完全移行を考えております。
一時的に閲覧できなくなくなるなどトラブルの
起きる可能性がありますのでご了承ください。ま
た、お気に入りに登録されている方は変更を宜し
くお願い致します。
（N.K）

