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くーおん ニュース
平成２６年度末にあたり、理事長よりご挨拶

特集:
• 自然体験
プログラム
• 「とれいる」
状況報告

最新ニュース:
自然体験プログラム

気が付けば、あっという間に 3 月お
雛様の季節を過ぎ、日に日にあたたか
くなる今日この頃…桜の開花をまつば
かりとなりました。今年はくーおんに
とって大きなチャレンジの年になりま
した。くーおん体操クラブの隣に 6 月
より「放課後等デイサービス とれい
る」をオープンして、新たなスタッ
フ、こどもたちが仲間入りしました。
この大きな一歩のおかげで、たくさん
の苦労もありましたが、新しい発見・
新しい出会いがたくさんありました。
こどもたちの環境や未来、地域との
つながりを改めて見つめ、考えさせら
れる年でありました。

そして、今、やっぱり思うこと。
“くーおん”でやりたいことは・・・
 こどもたちが未来に向かっ
てはばたける生きる力を育
てたい。
 幸せに生きるこころを育て
たい。
この柱を見失わないように、ゆっく
りでもいいから、しっかり歩いていき
たいと思います。そして、もうひと
つ、こどもたちと一緒に歩んでいける
地域つくりをしていきたいと思いま
す。
27 年度も皆さんと一緒に笑って歩
いていけることを願いながら・・・
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第３回 「松戸 21 世紀の森」 10 月４日
子ども 7 名・スタッフ・ボランティア 7 名
計１４名で行ってきました。
１０月初旬でしたが、＜光と風の広場＞でチクチ
クするもの・つるつるするもの・きのこ等秋を感じ
る事のできるものを個々に探して、「秋を発見シー
ト」に書いて皆で発表しあいました。秋を感じなが
らも、もちろん・・・広場の中心を流れている川に
ひざまで入り、しっかり水遊びも楽しんできていま
す。
＜縄文の森＞では竪穴式住
居の中に入り、公園の係の
方に色々質問して、昔の
生活について詳しく教えていただきました。
今回、雨もなく過ごしやすい気候のなか＜千駄堀
池＞にある野鳥観察施設にまで足をのばして、なか
なか現れない野鳥の双眼鏡をお借りしてのぞきなが
ら待ってみる体験までしてきました。みんな真剣に
覗いて探していました！！

くーおん ニュース
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第 4 回 「青葉の森公園」 11 月１５日
快晴のなか、電車を乗り継ぎ行ってきました。
今回のメインは＜どんぐり探し＞！！皆さん、どんぐりの種類がどれ
ほどあるかご存知ですか？青葉の森にはどんぐりの木がいっぱい・・・
今回のために用意してあった資料を見なが
ら、沢山のどんぐりの中からそっくりな物
を探し集めてみました。穴があいている
実・ぼうしをかぶっている実・丸い実・細
い実・合計 9 種類のどんぐりをみんな夢中
で探しまわりました。
後半は、場所を移動して＜わんぱく広場＞でアスレチック遊具に挑戦し
ています。みんな、よく歩いて、よく遊びました！！

第５回 「船橋県民の森」 １2 月１３日
子ども 13 名、スタッフ・ボランティア 11 名、計 24 名の大人数での
活動になりました。通常 6 名定員の自然体験ですが、今回はボラン ティ
アさんが多く参加していただけたので、希望者全員参加できる事ができま
した。まだまだ可愛い 1 年生から、スタッフのお手伝いができる 5 年生ま
で。幅広い学年が集まっての活動ができました。
毎年恒例の焼き芋作りは、みんなで大量の芋に、＜新聞紙でくるむ→しっ
かり水で濡らす→アルミ箔でくるむ＞の行程です。焼いている間に工作で
木やまつぼっくりを利用してクリスマス
ツリーを作ったり、どんぐりでコマをつくってまわしたり・・・。なかに
は焼き芋の炉から離れず、火の調整のお手伝いに夢中になるお子さんもい
ました。お弁当と、できたての焼き芋を沢山食べて・・・なんと食後に焼
マシュマロ！！ビスケットとチョコレートと少し焼いたマシュマロの組み
合わせは、最高においしかったです。大人気で、食後なのにみんな競って
食べていました。
食後はアスレチック遊具で遊んだり、落ち葉をかき集めてなげあってみた
り。しっかり身体も動かしてきました。
今年度も、自然体験 5 回・キャンプ 2 回（低学年 1 回・高学年 1 回）大きなケガ人もでず無事に終了す
る事ができました。協力してくださったボランティアのみなさん、本当にありがとうございました。
普段の体操教室とは違った、お子さんの姿・成長を真近で感じられる活動だと思っています。
来年度も楽しいこといっぱいの活動にしていきたいと思います。

新スタッフの紹介
くーおんスタッフ

とれいるスタッフ

阿部 歩

石井 美智子
幼稚園教諭

主に水曜日・行事や夏期プログラム中心に活動中
現在、夢に向かって頑張っています！！

とれいるの縁の下の力持ち。わらべ歌から今どきの
ギャグまでいけるスーパーママさん先生です！
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放課後等デイサービス「とれいる」 状況報告
６月に開設した「とれいる」も、３月の年度末を
向かえることになりました。
年度の後半の行事として、１２月にはクリスマス
会を行いました。
小学生、中高生、身体と、プログラムごとに分かれ
て行い、それぞれ楽しめる活動を行いました。
小学生と身体は、ボランティアの植草さんに来てい
ただき、大型紙芝居やブラックシアターを鑑賞しま
した。部屋を暗くして、本格的に行いましたが、み
んなしっかりとよく見て、とても楽しんでくれて
いました。小学生は食後のデザートで、ホットケ
ーキに、ホイップクリームや果物をデコレーショ
ンして、身体プログラムはフルーチェを作って、
みんなで食べました。
中高生は、みんなで昼食作りをしました。一人ひ
とりのできることを生かして、役割分担を行い、
ホットプレートで焼きそばを作りました。焼きそ
ばを食べた後は、ホットプレートを使ってホット
ケーキ作ってデコレーションしたり、シロップを
使ってサイダーを作って飲んだりと盛り上がりまし
た！そして、最後に部屋を掃除してもらい、きれい
に片付けるところまですることができました。
年度末には、中高生と身体プログラムの遠足を予
定しています。
中高生は高尾山登山遠足です。親から離れ、ス
タッフやボランティアさんと朝早く出かけます。日
ごろのトレーニングの成果を出して頂上まで登って
きたいと思います。
身体プログラムは、親子遠足で東京スカイツリーに行ってきます。
展望階まで行き、景色を見たり、レストランで食事したりといろいろ
な体験をしてこようと思っています。
どちらも、たくさんの方に参加していただく予定となっていますの
で、スタッフともども楽しみにしています。
子供たちも、４月から進級や進学し、新
しい環境で生活するようになります。また
新年度４月から、新小学一年生を数名迎え
る予定になっています。「とれいる」は新
年度も変わらず、子供たちが楽しく通える
場所にしたいと思っています。

会費のご案内
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:
www.ab.auone-net.jp/~kuon/kuon/

活動にご理解とご支援・ご協力をいただき、より充実した活動をしてい
きたいと考えます。ぜひ、くーおん-の活動への参加と、ご支援をお願いい
たします。
入会希望される方は、別紙の申込用紙にご記入の上、事務局にお送り
ください。
【正会員】
【サポート会員】
【賛助会員】

年会費
年会費
一口

５０００円
３０００円
５０００円

※正会員

・・・

くーおんの設立趣旨をご理解頂き、活動に参
加 して頂ける方。

※サポート会員

・・・

くーおんの活動を支援して頂ける方。
ボランティアの方には、機関紙などで活動状
況をお知らせしたり、交流事業に参加していた
だけます。総会の議決権はありません。

※賛助会員

・・・

くーおんの活動を影ながら支援して頂ける
方。
機関紙などで活動状況をお知らせいたしま
す。
総会の議決権はありません。

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:
www.ab.auone-net.jp/~kuon/trail/

BLOG
http://trail2014.seesaa.net/

2015 年度・年間スケジュール
４月１８日

第１回 自然体験(船橋県民の森）

５月１３日

平成２７年度 通常総会 １６：３０～

６月２０日

第２回 自然体験(千葉ポートパーク）

７月２１日
～８月２９日

夏休み特別プログラム

７月２３日～２４日 第１回 くーおんキャンプ（低学年）
８月１１日～１５日 お盆休み
８月１８日～１９日 第 2 回 くーおんキャンプ（高学年）
９月 １日～

通常プログラム

１０月？？日

第３回 自然体験(場所 未定）

１１月？？日

第４回 自然体験(場所 未定）

１２月？？日

第５回 自然体験(船橋県民の森）

※ 未定箇所、その他については、随時決定次第、
機関紙やホームページでお知らせいたします。
※ 年会費は総会終了後に徴収させていただきます。

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
昨年８月に 「くーおん」はホームページ を
リニューアルしました。それに伴い最新情報を
いち早くお知らせしようと、「くーおん」と「とれ
いる」のトップページに“Google カレンダー”を
貼り付けさせていただいております。役立って
いますでしょうか？
“臨時休業”時間割の変更“”行事“など、決
定次第更新しておりますが、一部間に合わな
いこともございますので、ご了承ください。
（N.K）

