２０１７年（平成２９年）７月
第１３号

くーおん ニュース
設立５周年を迎えて・・・

特集:
• 設立５周年を
迎えて・・・
• 平成２９年度
通常総会
• 冬季キャンプ
• 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
1
冬季キャンプ
2
自然体験
プログラム
2
夏休みプログラム
3
「とれいる」
イベント報告
4
新スタッフの紹介
4
「とれいる・くーおん」
交流イベント
5
記念事業
5
年間スケジュール
6

今年はくーおん５周年、と
れいる３周年の区切りの年で
す。
年々課外活動やイベントが
増加し、こどももスタッフも
元気いっぱい、たくさんの思
い出をつくってきました。一
年を通してくーおんの前の公
園には元気なこどもたちの姿
が見られます。今年度は、く
ーおん設立年に小学校にあが
ったこどもたちが、最高学年
の６年生の年です。甘えた
り、ぐずっていた小さかった
こどもたちが、対等に話をす
る少年に成長した姿を見てい
られることは、私たちスタッ

フにとっての醍醐味です。あ
と数年もして、社会人になっ
た姿を想像するとわくわくし
ますね。
くーおんは、そんな活動を
この船橋市で続けていくため
に、もう一歩前身したいと考
えています。今年の秋には、
くーおん設立５周年記念事業
も計画しています。
平成２９年度もみなさまの
ご協力のもと、活動を行って
いきたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいたしま
す。
理事長

山下 貴子

「平成２９年度 通常総会」終了
去る５月２７日(土)に平成
２９年度の定期総会が執り行
われました。
くーおん体操クラブでは小
学生の高学年のこどもたちの
割合が増えています。ここ２
～３年自然体験事業では定員
超過が常になってきたため、
２９年度より４月、１０月を
高学年に、６月、 １１月を
低学年対象とさせていただき

ました。また、安全かつ有意
義な時間をすごすための大人
の人員確保は必須であること
をふまえ、今年度より自然体
験の料金の改定を行いまし
た。とれいるでは昨年度、事
業実績は１５％ほど増えてい
ます。中高生の課外活動では
新規で夏休みのお楽しみ会で
ボーリングにでかけるなど、
活動範囲を広げています。

くーおん ニュース
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冬季キャンプ２０１７
◎高学年 さる小 ３月４日～５日

昨年からスタートした、５・６年生限定
冬季キャンプ！！
昨年は雪不足でしたが、
今年はこんなに(*^^)v
参加のお子さんも小学
生１２名となりました。
メインはもちろん雪遊
び！2 日間とも天候に恵
まれて、雪遊びしてきました。
その他にも、体育館で卓球やボール遊び・ボルダリング・図書室で
本を読んだり・音楽室でピアノをひいたり♪皆が自由に貸し切りの
学校を満喫してきました＾０＾
低学年の頃から自然体験やキャンプに参
加してきたお子さん達なので、顔見知りも
多くなり、学校がバラバラなのにすごく仲
良く楽しんでくれていたように思います。

自然体験プログラム
第１回 「忍者の里」 ４月８日 （４・５・６年生対象）
毎年 4 月は、県民の森スタートでしたが・・・
今年度より、低学年・高学年に分かれての活動にさせ
ていただいております。
初！忍者の里は、残念ながら大雨(>_<)
でも、忍者は雨も修行のうち！！
竹を渡り歩くにも、足元が悪くつるつる・落ちないよう
にバランスを保つのも一苦労でした。
本物の手裏剣を、目標に投げつけるのはサクッと刺
さると非常に気持ちがいいものでした。
写真はありませんが、焼き芋をいただいたり、おに
ぎりたべたり、忍者茶をのんだり・・・
普段の生活と全く違う体験をさせてもらいました。
最後は、靴・靴下・忍者ウエアー、全てがぐちゃぐ
ちゃになっちゃいました(*^^)v
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第２回 「千葉ポートパーク」 ６月１０日 （１・２・３年生対象）
７名のお子さんがいる中で、始めての自然体験参加のお子さんが 4 名。
フレッシュな顔ぶれで行ってきました♪
車とモノレールを乗り継いで、駅からも結構歩くの
ですが、みんな元気に、へばることもなくポートパー
クに到着。
木陰でお弁当を食べてから、木登り・果実採取・
ブルーシート遊び
等、ひとしきり遊ん
で海岸へ移動。
昨年あたりから、海岸に海藻が漂流しているの
ですが、貝を集めたり海を堪能して帰ってきまし
た。
楽しい思い出・・いっぱいつくれたかな＾０＾

次回は７月２７・２８日の＜低学年キャンプ＞
８月２１・２２日の＜高学年キャンプ＞となります！！
夏休みまであと少し！！お楽しみに(^^♪
夏休みプログラム
7月

2 5 日（ 火） ・ 2 6 日（ 水） ボール

7 月3 1 日（ 月） プール

8 月１日（ 火） ・ ２日（ 水） 縄跳び

2 7 （ 木） ・ ２8 （ 金）

2 9 （ 土）

低学年キャンプ

くーおんお休み

３日（ 木） ・ ４日（ 金） 鉄棒

５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

※２

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

※３

7 月3 1 日・ 8 月7 日・ 2 8 日 プール
１０： ００～１６： ００・ ・ ・ 3 コマ
お弁当を持って
国際水泳競技場に行きます。

通常営業
７日（ 月） プール

８日（ 火） ・ ９日（ 水） ボール

くーおん夏休み

2 １日（ 月） ・ 2 ２日（ 火）

2 ３日（ 水）

大多喜キャンプ

幼児クラス あり

2 ８日（ 月） プール

２９日（ 火） ・ 3 ０日（ 水） 縄跳び

1６日（水）まで

1 8 日（ 金）

１９日（ 土）

運動あそび・ ビジョンあり

通常営業

2 4 日（ 木） ・ 2 5 日（ 金） 鉄棒

2 ６日（ 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。
※ 表中の幼児(水)の時間が通常通り１５：１０～に変更になりました。

くーおん ニュース
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放課後等デイサービス「とれいる」 イベント報告
１月 理事の川嶋徳人氏を
招いての席書会

３月 中高生登山遠足〈筑波山〉 （１０名参加）
登山道の脇に雪が残る登山となりました。手も使い
よじ登り、くぐり、約 2 時間半の道のりをみんな必死
にがんばりました。毎年、たくましくなっていく中高
生の仲間に拍手です！

３月 小学生親子遠足〈～佐倉草ぶえのおか バーキュー～〉 親子８組 １８名参加
ちょっと肌寒い中、思い切り遊んで
きました。今回は妹ちゃんたちも一緒
に参加。兄弟間の交流もでき、女子の
華やかな話声も響き、丸一日楽しみま
した。お昼はお母さん達にも手伝って
もらってバーベキューとカレーを作り
ました。みんなと外で食べるごはんは
おいしいね。

新スタッフの紹介
今年４月からくーおんに
正規職員が入りました☺
現在大人の階段を昇り中
です！
よろしくお願いします✨

児童指導員

土屋 桃香
〈資格〉
・小学校教諭一種
・特別支援学校教諭一種
〈得意なこと〉
・トロンボーン

《ひと言》
音楽が好きで体育以
外運動をしたことがあ
りませんが、精一杯体
を動かします。
一緒に頑張りましょう！
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「くーおん・とれいる」 交流イベント
〈焼きいも in 県民の森〉 ２０１６年１２月１０日（土）
くーおん恒例のや
きいもパーティーが
２８年度からくーお
んととれいるの交流
イベントになりまし
た。くーおん２６
名、とれいる（小学
生、中高生）１７名
の総勢４３名が参加してのにぎやかな会となりました。
焼き芋の数も、６０本、その他にもホットドッグや焼き
マシュマロ、ポップコーンとお腹も心も満腹の一日でし
た。

くーおん設立５周年記念事業
くーおん設立から丸５年が経ちました。くーおん５年、とれいる３年を記念して、
くーおん T－シャツ、とれいる T－シャツの作成、記念誌の発行を計画しています。
T－シャツのデザインも大募集しています！

かわいい
デザイン大募集！

？

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

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

http://kuon2012.seesaa.net/

※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。

放課後等デイサービス
「とれいる」

※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。

URL:

http://kuon2012.jp/kuon/
BLOG:

〒274-0063
船橋市習志野台 2-16-10

５０００円
３０００円
５０００円

TEL・ FAX: 047-419-1643
E-MAIL:
trail@ab.auone-net.jp
URL:

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

http://trail2014.seesaa.net/

２０１７年度・スケジュール
７月２５日
～８月３１日

夏休み特別プログラム

７月２７日～２８日 第１回 くーおんキャンプ（低学年）
８月１０日～１６日 お盆休み
８月２１日～２２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 ７日

第３回 自然体験(筑波山登山）

１１月１８日

第４回 自然体験(青葉の森公園）

１２月 ９日

焼きいもパーティー(船橋県民の森）

２月１０日～１１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
今年関東地方では、６月７日に梅雨入りし
たと見られると発表されてから一ヶ月ほど経
過しましたが、都心ではまとまった雨は降っ
たものの連日降り続くようなことはありませ
んでした。
４～５月も降水量が少なかったことを考え
るとこの夏は水不足が心配されます。
しかし、ダム周辺の降水量は多いようなの
で、この夏の水不足は心配なさそうです。
（N.K）

