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くーおん ニュース
「平成２８年度通常総会」終了

特集:

去る５月２８日（土）に平成２８年度
の定期総会がとりおこなわれました。
２７年度はくーおん体操クラブ、放
課後等デイサービス とれいる共に、
収支決算では実績が増加し、事業の
安定が図れた年でありました。また、
年々イベントの行事や特別プログラ
ム、課外活動も増加しています。活動
の充実を図るためには、活動の啓発
と人材確保が今後の重要課題である
ことが討議されました。

• 通常総会
終了報告
• イベント
• 自然体験
プログラム

これからは地域に根付いた活動法
人になれるよう、くーおん５年目、とれ
いる３年目、立ち止まることなく地域
活動を模索していきたいと思います。
くーおんのロゴに込められた細く長
く続く道のとおり、発展し続ける努力
をしていきたいと思います。
今後ともご理解、ご協力お願いしま
す。

“千葉ジェッツ”交流イベント
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第２回 プロスポーツ選手と
楽しくからだを動かそう！
６月１８日（土）習志野台第１
小学校で昨年度に引き続き船橋
市をホームタウンとするプロバス
ケットチームの千葉ジェッツとの
交流イベントを行いました。
今年はチームキャラクターの
ジャンボ君とジェッツ創設者の梶
原さんが来てくださいました。く
ーおん会員１５名、とれいる１２
名の小学生～中学生がバスケッ
トボールに親しみました。
昨年から引き続き参加してくれたお子さんはドリブルやシュートが各段にうまく
なっていました
たまには広い体育館で思い切り動くのも、楽しいですね。ジェッツの皆さん、あ
りがとうございました。

くーおん ニュース
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自然体験プログラム
第１回 「青葉の森公園」 ４月１６日
今年で体操教室も５年目に突入！！
新１年生・２年生が続々と仲間入りし、今回
の自然体験は、低学年中心のメンバーで行って
きました。
聴診器で木の脈拍を聴いてみても、きこえる
所と全くきこえない所があって。みんな一生懸
命に耳を傾けていました。
←写真は虫メガネを使って、土に隠れている虫を探していま
す。みみず、ダンゴムシ、名前のわからない虫等を探しあて
てみたり・枯れ葉を間近で観察する研究者がいたり・・・。
普段の体操教室では見られない一面・新しい発見が沢山あり
ました。
恒例の「みんな大好き☆宝さがし」も、アスレチックも、
１日元気いっぱい遊びつくしてきました！！

第２回 「千葉ポートパーク」 ６月１１日
６月１１日 この日は晴天に恵まれて、なんと！子ど
も１８名・スタッフ、ボランティア９名総勢２７名で、
千葉ポートパークまで行ってきました。
くーおん始まって以来、過去最高の参加人数です。
電車とモノレールを乗り継いで、最寄りの駅から徒歩
約２０分。炎天下のなか、めげる事なく最後まで歩いて
先ずは腹ごしらえ。お弁当を食べ終わると、速攻で遊び
開始！！
↑写真は、お兄さん達にブルーシー
トを持ってもらい、せーの！でダッシュ！！芝の坂を
かけ下りてもらっている状態です。お尻が少し痛いけ
ど、こども達は大喜び(^^♪
汗だくで遊んだ後は、海辺へ移動して貝探し・・・の
つもりが、ほとんどの子が着衣泳の状態で浅瀬を泳いで
いました。初夏の海を堪能できたのではないでしょう
か!(^^)!
～ 前半の自然体験の報告は以上です
７月は手賀の丘キャンプ
８月は大多喜キャンプです。

～

後半の自然体験は以下の通りとなります。
１０月：筑波山登山（４～６年生）
１１月：青葉の森公園（１～３年生）
１２月：県民の森 焼き芋パーティー（全学年）
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くーおん ニュース

放課後等デイサービス「とれいる」 状況報告
3Day`ｓ乗馬教室 in 三浦海岸
昨年度から始まった乗馬教室。2 年目の今年は小学
生（5～6 年）4 名、中学生の OB 参加 3 名が参加してく
れました。
昨年から 2 年目の参加の子は、懐かしい友達に会う
かのようにすぐに打ち解け、馬とのコミュニケーションを
楽しんでいました。
今年は 4 月 23 日、5 月 7 日、5 月 14 日と短期間に
凝縮して行ってきました。そのせいか、初めての参加の
こどもたちも、みるみる上達。馬の散歩も一人で引っ張る
事ができ、どの子も牧場のこどもみたいに生き生きと活
動していました。
午前中は馬の散歩やお手入れ。その後昼ご飯
を食べて、水をあげたり、犬の散歩をしたり。こども
一人で乗れたよ！
たちは疲れ知らずです。午後からが本番。リラック
スして乗るところから、手綱操作でコースを回り、最
後には一人で乗ることができるようになったお子さ
んもいました。
今年も E.F.P.の皆さんありがとうございました。

夏休みプログラム
7月

26日（火）・27日（水）ボール 28（木）・２９（金）

8月1日（月）プール

2日（火）・3日（水）縄跳び

３０（土）

低学年キャンプ

くーおんお休み

4日（木）・5日（金）鉄棒

6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（水）
１５：１０～
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
8日（月）プール

9日（火）・10日（水）ボール

くーおん夏休み

17日まで

18日（木）・19日（金）鉄棒

20日（土）
通常営業

22日（月）・23日（火）

24日（水）

26日（金）

27日（土）

大多喜キャンプ

幼児クラスあり

運動遊び・ビジョンあり

通常営業

29日（月）プール

30日（火）・31日（水）縄跳び

※ 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/

2016 年度・スケジュール
７月２１日
～８月３１日

夏休み特別プログラム

７月２８日～２９日 第１回 くーおんキャンプ（低学年）
８月１１日～１７日 お盆休み
８月２２日～２３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 ８日

第３回 自然体験(筑波山登山）

１１月 ５日

第４回 自然体験(青葉の森公園）

１２月１０日

第５回 自然体験(船橋県民の森）

３月 ４日～ ５日 第３回 くーおんキャンプ（５・６年）

※ その他の予定については、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。

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
先日は、久しぶりに「とれいる」土曜日の活動
へ一日参加させていただきました。
午前中の身体クラスでは、「公園へ行こう」と
いうことで、利用者の皆さんと公園まで行きまし
た。楽しみながらも課題に挑んでいました。
午後の中学・高校生クラスでは、個々に合わせ
た運動メニューを懸命に取り組んでいました。
こういった時間を提供することは、とても大切
なことだと改めて感じました。
（N.K）

