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くーおん ニュース
年頭に当たり、理事長よりご挨拶

特集:

あけましておめでとうございます。
平成３０年の年が明け、くーおんの
新しい年が幕を開けました。次年度よ
り、変革の時代に突入します。くーお
んという居場所がしっかりと船橋の地
に根付き、通過していったこども達が
大人になってもふらっと立ち寄れる場
所であり続けるために、太い骨組みを
作っていかなければなりません。その
時代にあった活動と、くーおんと一緒
に育ち合える仲間を探していきます。
昨年９月の設立記念でお話ししまし
た、くーおんの事業拡張についても、
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具体化に向けて動きだしていきます。
より公益性の高い、地域の子どもた
ちに開かれた活動であるとともに、記
念誌で子どもたちが書いてくれたよう
に、ほっと安心できるくーおんの最大
の良さを維持し続けたいと思います。
子どもたちの目線で、子どもたちの
気持ちに寄り添えるくーおんを大切に
育てていきたいと考えています。
今年もどうぞよろしくお願いします。
理事長

山下 貴子

くーおん設立５周年記念パーティー
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お陰様で平成２９年６月をもちまして
“非営利活動法人「くーおん」”は設立
５周年、“放課後等デイサービス「とれ
いる」は設立３周年を迎えることが出
来ました。これも偏にご利用いただい
ている方々を始めとするご協力してい
ただいている全ての皆様に支えられて
いるからこそでございます。
平成２９年９月１６日、設立記念パ
ーティーを開催しました。両施設に係
わっていただいている全ての方をお招
きすることは叶いませんので、今回は
設立当初から協力、応援して下さって
いる方々を中心にご招待致しました。
先ず乾杯から始まり、和やかな雰囲
気でパーティーは進んでいきました。
序盤にはくーおん５周年・とれいる３周
年記念誌】【オリジナル記念Ｔシャツ】
のお披露目がありました。終盤の理事
長挨拶では、法人設立当初から悲願
でもある「セラピューティックライディン
グ」の事業を本格的に開始するため、

セラピーホースのキューピー（男の子・
１２才）が仲間に加わったこと、くーお
んで新規事業として「トランポリン」を
開始すると発表がありました。最後に
一本締めで終了しました。
くーおんは５年間、色々なことを学
びながら、ようやくスタートラインに立
てたような気がしております。私たち
は小さな存在ではありますが、新しい
ことにどんどん挑戦していきます。こ
れからのくーおんにご期待ください。
実現するため皆様の力が不可欠で
す。これからも末永くご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

くーおん ニュース
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体操クラブ「くーおん」夏～冬 活動報告
～夏休みプログラム～
毎年、恒例になりました♪夏休みプログラム♪
鉄棒・縄跳び・ボール・１ＤＡＹプログラムで元気に活動しました。普
段のびのびマイペースでクラス運営しているお子さんも、夏休みプログラ
ムで他学年交流を経験し、ぐん！！と成長する姿を見ることができます。
１ＤＡＹプログラムは、１０：００～１６：００と長い時間帯の集団に
なる分、お互いの距離感を計りながらの活動になります。
高学年のお子さんは、キャンプや自然
体験で顔なじみになっているので余裕があります。低学年の
お子さんは、そんな余裕のある楽しい雰囲気に安心して一緒
に活動する事ができました。（我々スタッフより、高学年の
お兄さんの指示に耳を傾けるお子さんもおおいので
す・・・。）
今年の１ＤＡＹプログラムは、新習志野にある＜国際水泳競
技場＞まで、電車とバスを乗り継いで行ってきました。大きな
プールの他に、小プールもあるので、水慣れ・初心者のお子さ
んは、そこでしっかり泳ぎの練習をしたり、みんなと楽しく泳
ぐことができました♪
＊毎年大人気の１ＤＡＹプログラム・・・
スタッフの確保や申込み者の倍増で、回数の調整をさせていただきました。ご協力、ありがと
うございました。

～低学年キャンプ～
手賀の丘少年自然の家 ７月２７日（木）～２８日（金）
1 年生：1 名、2 年生：
3 名、3 年生：2 名、スタ
ッフ 7 名、合計：１３名で
＜手賀の丘少年自然の家＞
に行ってきました。始めの
オリエンテーリングでは、
他団体もいる中で、参加者
代表として前に出て毛布のたたみ方に挑戦したりと、やる気
満々！！貸し切りの体育館で思いっきり身体を動かしたり、皆
で協力してカレー作りに挑戦したり・夜は、火の神が登場する
キャンプファイヤーを行ったり・・・。盛りだくさんのメニュ
ーをこなし、大人も子供も、9 時前には就寝している状態とな
りました。
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２日目・・・今年の制
作は「勾玉」。みんな、
ひたすら石をけずり・み
がき・世界に一つだけの
作品を、見事に仕上げて
います＾０＾
隣接している＜手賀の丘公園＞で水遊び・アスレチック等、お
もいっきり身体を動かし、楽しんできました。

～大多喜キャンプ～
古民家 ８月２１日（月）～２２日（火）
昨年、台風直撃で中止になってしまった分、お子さん達の気合
い充分でのスタートでした。今年度は天気も最高！！案内のお手
紙を出すまえから話題にしていた分、流し素麺にかける気合もじ
ゅうぶん＾０＾
相変わらず２キロの素麺をみんなで完食です。
１泊２日のキャンプ。大勢の食材の準備・テーブル準備・環境
整備も、みんなで協力しあって行うことができました。スイカ割
りして、流し素麺して、バーベキューして・・・。日が暮れてか
らの花火☆彡
写真は、男子部屋の様子⇒
お風呂に入って、お布団敷いて、シーツ敷いて、
枕、タオルケットの準備。寝る場所も交渉しながら自
分の場所を決めて１日が暮れていきました。
２日目も快晴でスタートです。
元気いっぱいの男の子チームは、朝からお散歩です♪古民
家の周辺は、とってものどか～朝から気持ちがいいですね。
朝食をとって・片付け・出発の準備をして、養老渓谷まで電
車の旅です。電車好きの男の子達にとって、いすみ鉄道・小
湊鉄道は最高にウキウキ旅になりました。養老渓谷駅より徒
歩で
の移動。出世観音に寄り道しながら、水遊び場へ。
お弁当を食べて、小休憩して。さあ！本番開始です！！
始めは見守りのつもりでいたスタッフチーム・・・気
が付けば、率先してビチャビチャパターン（笑）キャン
プ前の天候が悪く、安全面を考えて（川の水は冷たく
て、身体が冷えたらいけないと）着衣泳にしていたのに
～みんなずぶ濡れ。結果、全て着替えてさっぱりして帰
路についています。途中、養老渓谷駅に隣接している＜足湯＞を利用させていただ
き、夏の疲れをリフレッシュすることもできちゃいました～♪楽しい思い出・・・つ
くれたかな(*^_^*)

くーおん ニュース
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～自然体験プログラム～
第３回 「筑波山登山」 １１月４日（土） （４・５・６年生
対象）

１０月に予定していた＜筑波山登山＞。秋雨前線にやられてあえなく
延期(>_<)皆さんのスケジュールの調整がついたので、１１月の紅葉シー
ズンのなか、決行しました！！昨年も途中から豪雨にみまわれ、志なか
ばでリタイアして。リベンジ登山でしたが、スタート時は天気も良く、
ペースも崩れる事なく昨年のポイントまで辿りつく
事ができました。途中、チョコレートやバームクー
ヘン・氷砂糖などで糖分を補給しながらの登山。
なんと・・・紅葉シーズンの登山渋滞にはまり。
あと１５分！の所から、１時間以上かかってしまい
ました（泣）お腹はすくし、最後に天気がおおきく
崩れてビショビショになるし。波乱万丈な筑波山登
山になりました。みんな、本当に、よく頑張りまし
た！！

１１月の低学年自然体験は、雨天の為

中止

「くーおん・とれいる」 共同活動
〈焼きいも in 県民の森〉 ２０１６年１２月９日（土）
毎年恒例となりました＜焼いもパーティー＞も、昨年度か
らくーおん・とれいる合同活動となり、多くのスタッフ・ボ
ランティアさんの協力のもと、今年度も行うことができまし
た。参加者が増え、高学年・低学年に分かれての自然体験活
動になっている中で、唯一の合同活動です。
低学年はスタジオから、高学年は高根木戸駅から交通機関を
利用して、県民の森へ。とれいるさんは現地集合。
合流して、焼き芋の準備をして・・・出来
上がるまでの時間にネイチャーフィールドコ
ースを散策したり、みんなで楽しめるゲーム
をしたり最高潮にお腹をすかしての＜焼き芋
パーティー＞。今年は豚汁（すいとん入り）
も新メニューに加わり、ほかほかランチタイ
ムになりました!(^^)!
空き缶を利用してのポップコーン・マシュマロサンドなど、子
ども達が楽しめるおやつまで登場。あっという間の交流会でし
た。
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放課後等デイサービス「とれいる」 イベント報告
夏以降、とれいるは通常の運動プログラムのほかにも、たくさんの様々なイベントがありました。
その一部をご紹介します。
① とれいるの新企画、中高生クラスの仲間
たちとキャンプに出かけていきました。
夏休み入ってすぐの 7 月 21 日～22
日、場所は佐倉草ぶえの丘。急なスコー
ルで大変な思いもしましたが、夕方には
すっかりやみ、みんなでスイカ割りをし
たり、野外で焼肉バーベキュー、夜はみ
んなでトランプをして交流を深めまし
た。

② 夏のお楽しみ会（８／２８）、今回は
身体クラスの活動をご紹介します。
スイカ割りの疑似体験や、スヌーズレ
ン体験など、いつもと一味違った活動
を楽しみました。

③ 10 月 14 日
に中高生の
社会科見学
で東芝未来
科学館に行
ってきまし
た。

⑤ 年明け早々、恒例
の理事で書道家の
川嶋氏を招いての
書初め会です。川
嶋さんの足の指か
ら文字が生まれて
くる様子を不思議
そうに眺めていま
す。

④ 今年の１１月か
ら乗馬プログラ
ムがスタートし
ました。１２月
４日には身体ク
ラスの体験が行
われました。私
たちの新しい仲
間、キューピー
（１２歳男の
子）です。
今は千葉の乗馬クラブに預託
しています。今後ともよろし
くお願いします。

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:

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

※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。

http://kuon2012.jp/kuon/
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/

５０００円
３０００円
５０００円

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１DAY 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。

PST チャレンジ
認定 NPO 法人取得を目指します！
未来の事業のために、公益性を高め、地域の
具体的には二年の事業年度中に
企業や社会から支援をうけていける体制つくり
3,000 円以上の寄付をしてくださ
を整えていきます。そのためにはパブリックサ
った方の数が、年平均 100 人以
ポートテストという大きな壁があります。
上であることを求める基準です。
今年から PST チャレンジをくーおんでも行っ
寄付方法につきましては、準備
ていきます。
が整いしだいホームページにてお
くーおんのこれからの事業展開について、
知らせして参ります。
追ってホームページで公開していきますので
ご協力をよろしくお願いします。

