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「平成２７年度 通常総会」無事に終了

特集:

５月３０日（土）１６時３０分から
“くーおんスタジオ”にて「平成２７
年度 通常総会」が行われました。
参加者は正会員５名という人数では
ありましたが、和やかな雰囲気の中、
始まりました。
初めに理事長から挨拶があり、議長
選出、審議へと進んで行きました。
「平成２６年度 事業報告」では、体
操クラブ『くーおん』に続いて、昨年
の６月に始動した新事業、放課後デイ
サービス『とれいる』の利用者が順調
に増えていると報告がありました。

• プロスポーツ
選手との交流
• 自然体験
プログラム

「平成２６年度 収支決算報告」で
は、昨年度から新事業が始まり、収益
は万全とは言えないが、今年度の利用
者拡大が見込まれこともあり、問題は
ないと報告がありました。その後、審
議は順調に進み、通常総会は無事に終
了しました。
『くーおん』の活動も３年が過ぎ、
４年目を迎えることができました。こ
れもひとえに皆様方のご支援、ご協力
のお陰で活動を継続する事が出来てお
ります。これからも末長いお付き合い
をよろしくお願い申し上げます。

最新ニュース:
プロスポーツ選手と

千葉ジェッツ

楽しくからだを
動かそう
1
自然体験プログラム

プロスポーツ選手と
楽しくからだを動かそう！

2
「とれいる」
状況報告
3
夏休み特別
プログラム
３
会費のご案内
4
年間スケジュール
4
編集後記

4

６月 20 日（土）習志野
台第一小学校で船橋がホー
ムのバスケットボールチー
ム“千葉ジェッツ”の選手
の方をお招きして、交流イ
ベントを行いました。千葉
ジェッツから上江田勇樹選
手と石井講祐選手に来てい
ただき『くーおん』『とれ
いる』の 24 名のこどもた
ちがバスケットボールに親
しみました。
みんな、背の高いお兄さんに視線は釘付け。高いゴールに抱きかかえても
らってゴールしたり、重いボールを一生懸命シュートしたりと、普段味わえ
ないワクワク感に場内は包まれていました。
これからも機会があれば、地域で活躍している団体と交流していきたいと
思います。ジェッツのみなさん、また、よろしくお願いします。
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自然体験プログラム
第１回 「青葉の森公園」 ４月１８日
年度最初の自然体験は、県民の森からスタートです。
今回の自然体験も、参加者：子ども 10 名・スタッフ・ボランティ
ア 9 名。定員は 6 名ですが、ボランティアさんの協力のもと申し込み
してくれた全員と出かけることができました。
今回は万華鏡製作に初挑
戦！！ネイチャーさんの説明を
聞きながら、みんな慎重に製作
に取り組んでいました。万華鏡
の中身は、もちろん県民の森に
落ちている葉っぱや桜の花びら
等・・・それぞれきれいな模様ができあがりました。外側の筒に
は、思い思いのお絵かき。世界に１つだけ
の万華鏡をつくりあげています。
午後から森の中での宝さがしゲーム。今回はみんなで全ての宝物を見つける事
に成功しています。恒例のアスレチックでは、「前に来た時はできなかったの
に、できるようになった！」と、はりきって遊具にトライする姿がみられまし
た。

第２回 「千葉ポートパーク」 ６月１３日
参加者：子ども 8 名・スタッフ・ボランティア 6 名
朝方まで降っていた雨も集合時間にはやみ、無事に行く事ができまし
た。スタジオのある高根木戸から千葉ポートパークまでは電車→モノ
レール→徒歩と、乗り継ぎもあり時間もかかります。
着く頃には「お腹すいた～」「お弁当食べた～い」となります。
←写真は、しっかりお弁当を食べて、元気をチャージしてからやった＜
ブルーシートすべり＞皆で協力しあってひっぱります！乗っているお友
達・・・楽しいけど、お尻が熱くなったり段差でぶつかったり。大変
だったみたいですよ＾０＾
後半は貝ひろい。今年は満潮で大好評のカニ釣りはできませんでしたが、そのかわり？
貝ひろいが水遊びに変化するまで・・・そんなに時間はかかりませんでした。こども８名中・・５人が砂
だらけのビショビショになっていました。“くーおん新記録”です。しっかり遊んでからのおやつは最高
に美味しかった！！
毎年参加してくれているお子さんもいますが、少しずつ遊びのバリエーシ
ョンも増えてきています。お弁当と水筒が入っているリュックをしょって歩
くのが大変だったお子さんも、今ではしっかりとした足取り。友達同士の関
わりも増えて、気の合うお友達と楽しそうに遊ぶ姿がよく見られるように
なっています。
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放課後等デイサービス「とれいる」 状況報告
３DAYS 乗馬教室 in 三浦海岸
初めての試みで、グリーンフィールド三浦海岸に
て、乗馬教室が行われました。
今までに 5 月 2 日と 6 月 6 日の 2 回が終了し、残
すは 10 月の最終回です。
この事業は、Equinefacilitatedproject（EFP）の力
を借りて実現しました。
対象は、小学生クラス 5・6 年の高学年 5 名です。
朝 7 時前に京成船橋を出発して、帰りは 6 時近く
という丸一日の遠出の活動です。
こどもたちは、
みんな馬が大
好き。長旅のつかれも感じさせず、元気いっぱいでした。
午前中は馬の勉強をしたり、えさやり水やり、身体のお手入れなど
の厩舎作業も経験しました。
午後から、ついに乗馬レッスン。マンツーマンで並足、速足、駆け足
まで体験したお子さんもいました。帰るころにはすっかり馬とお友
達。いつもの活動とはちがう新鮮な喜びにあふれていました。最終
回は 10 月です。

夏休みプログラム

７月２０日（海の日） ２１・２２（火・水）ボール ２３・２４（木・金）

２５（土）

手賀の丘キャンプ（低学年） くーおん お休み
２７（月） １ＤＡＹ

２８・２９（火・水）縄跳び ３０・３１（木・金）鉄棒

８月１日（土）

※１

枠の中に名前を
記入してください。
１０：００～１２：００・・・４コマ
１ＤＡＹ
１０：００～１６：００・・・３コマ

※２

～その他のクラス～
幼児（火・水）
１４：１０～
姿勢改善（火）
１５：１０～
運動遊び（金）
１４：１０～
ビジョン（金）
１５：１０～

通常営業
３（月）

１ＤＡＹ

４・５（火・水）ボール

６・７（木・金）

８（土）
通常営業

８月９日～１６日
１７（月）

１８・１９（火・水）

くーおん 夏休み

２０・２１（木・金）

大多喜キャンプ（高学年）
２４（月） 1DAY

25・26(火・水)縄跳び

22（土）
通常営業

２７・２８（木・金） 鉄棒

２９（土）
通常営業

※ 本号発行時点で“予約”をしていただけない場合もございます。
※ 詳しくはスタッフまでお尋ねください。

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
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

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。

８月１８日～１９日 第 2 回 くーおんキャンプ（高学年）

編集後記

９月 １日～

７月１６日、国会の衆議院で“集団的自衛
権”を含む「安全保障関連法案」が自民党・公
明党の賛成多数で可決され、参議院へと送ら
れました。事実上、法案が通ったことになりま
す
私たちは今、日本の大きな転換点に立たさ
れているのかもしれません。子どもたちが大き
くなったときに、戦争に巻き込まれない世の中
であることを切に願うばかりです。

通常プログラム

１０月 ３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）

１２月２８日
～１月 ２日

年末年始休業日

２月２７日～２８日 第 3 回 くーおんキャンプ（高学年）

※ 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。

（N.K）

