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２０２０年（令和２年）６月 

第１６号 くーおん ニュース 

 
令和２年度を迎え、理事長よりご挨拶 

 気がつけば、令和 2年も紫陽花の

季節となりました。令和 2年度のはじ

まりは、例年とはまったく違い、予想も

できない生活が繰り広げられていま

す。新型コロナウイルス感染による自

粛生活、緊急事態宣言と、桜の季節

は、人気も少なく、静かに日々が過ぎ

ていきました。3月から学校が休業と

なり、毎年、こどもたちのにぎやかな

声につつまれる 4月、目の前の公園

もひっそりとしていました。昨年の大型

台風に引き続き、新型コロナウイルス

の脅威と、自然の力を見せつけられて

いるような気がします。普段は、子ど

もたちの声でつつまれているくーおん

も、静かにたんたんと時が流れていま

した。毎年楽しみにしていたとれいる

の登山遠足、親子遠足、くーおんの合

同忍者体験と、次々に課外活動が中

止となりました。日々、感染に対する

対策をしながらの運営、5月からは、く

ーおん・こるおれでは個別指導に切り

替えての運営と、社会情勢をみなが

らの手探りの毎日が続いています。

そんな中でも、子ども達の笑顔、元気

な姿に支えられながら、スタッフ一丸

となって活動を継続しています。これ

からも、社会情勢に柔軟に対応し、変

化できる体制を整えていく必要があり

ます。このような状況になり、日常の

楽しさを痛感することもありますが、

固定概念を覆すことの可能性、より

良い方向に変化することのきっかけ

にもなりうると考えています。 

常にくーおんが、“こどもの幸せ”、

“こどもの未来”を考え、ご家族、地域

と共に歩むことをしっかり心におき、

令和 2年度が、これからの新しい世

界への一歩の年となれることを期待

しています。 

今年も、みなさまのご支援、ご協力

のもと、こどもたちとスタッフ共々、成

長してまいりたいと思います。どうぞ

よろしくおねがいします。 

理事長 山下 貴子 

 

 
活動報告（平成 31年 4月～令和 2年 3月） 

～4月～ 高学年自然体験 ～忍者の里 in南房総～ 

 くーおん・とれいる 合計 1１名のお子さんと、南房

総にある＜忍者の里＞に、修行に行ってきました。忍

者の衣装に着替えてみんな嬉しそうで、オリジナルの

綱わたりに挑戦したり、本物の手裏剣を投げたり、山

の上にある空中ブランコ・少し高い砦に挑んでみた

り。とれいるの参加者は、初めての体験だらけで、ド

キドキ・ひやひやで、ありったけの勇気で挑戦してき

ました。 

みんな頑張りましたよ～！！ 
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緑豊かな 5月・・・長いゴールデンウィークに、田喜野井公園に徒歩での遠足

♪くーおん・とれいるの最寄り駅（高根木戸駅）～田喜野井公園の最寄り駅

（薬円台駅）約 3駅分を、みっちり歩ききっての公園遊び。天候にも恵まれ

て、こまめに水分補給をしながら歩いています。公園は、日影が多く涼みつ

つ、長～い滑り台やアスレチック・ぶらんこ等、楽しんできました。 

外でのお弁当も、気持ちよかったです。 

～5月 ゴールデンウィーク 徒歩遠足 田喜野井公園へ ～ 

6月は、21世紀の森公園を予定していましたが、

残念ながら雨で、初＜東武博物館＞へ行ってきま

した。くーおんには、電車好きなお子さんもいるの 

で、ちょっとラッキーだったかも♪ 

電車のシュミレーションで運転させてもらったり・昔使用されていた電車にのった

り、お友達と楽しい時間が過ごせたかと思います。雨の中、乗り換えいっぱいあった

のに、それすらも楽しんでいる姿がみられました。 

 

～低学年キャンプ 手賀の丘少年自然の家～ 

一昨年までは 6名・昨年は 7名と、低学年キャンプは比較的のんびりと

活動してきましたが、なんと今年は 12名の参加希望者！！ 

スタッフと協議した結果・・・ボランティアさんの協力もあり、全員受け入れ

る事ができました。1日目・・・電車とバスを乗り継いでの長旅です。 

何とか天候が持ってくれたので、お弁当

のあとには公園でアスレチックにトライ！ 

施設に入館してからは、布団や毛布のた 

たみかたや館内での約束をしっかり聞くことができました。 

午後は体育館で体操・ゲーム・外でカレー作り・夜にはキャンプファイヤ

ーとやることいっぱいです。 

カレー作りでは、火の当番・野菜を切る・食器洗い等、みんなが協力し

あって、合計 22名分の食事を 

見事につくってくれました。沢山動いて、調理して、自分達で作った 

カレーは、すごく美味しかったです＾０＾ 

キャンプファイヤーには、火の神も登場し、元気・勇気・優しさ・友情などの火を子ども達に与えてくれて

います。 

2日目は、あいにくの雨。工作室で、世界に 1つだけのうちわを作成し 

通常なら、近隣の公園で水遊びを楽しむのですが、カッパを着て散策しています。 

今年度の低学年キャンプは、初参加のお子さんが多く戸惑う姿もみられましたが、みんな一回り逞しく

なって帰ってきたように思います。 

 

～6月 低学年自然体験 雨バージョン 東武博物館～ 
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～高学年キャンプ  大多喜 古民家～ 

10月の大型台風の影響で、大きな木が倒れていたりす

るところもありましたが、穏やかな秋晴れの中、青葉の森

公園に行きました。昼食後、宝探しをしたり、大きな広場

の遊具で遊んだり。 

追いかけっこしたり元

気いっぱい♪とても優

しい気持ちで 1日過ご

してきました。 

～10月 高学年自然体験 登山は台風で中止～ 

 

昨年もお世話になった、大多喜古民家＜蔵の宿＞斉藤さん

に、今年もいってきました！！ 

行きの電車から・・・突風が吹き、電車が止まり、乗り換え予

定の電車に乗り継げなくなり。急遽、近隣の施設の会議室を

借りて、昼食を食べて時間調整をするハプニング！予定より

遅くはなりましたが、無事に宿に到着して、ホッとしました。 

今年は、くーおん・とれいるの小学生（高学年）の他に、とれ  

いる中高生も加わり大所帯に。蔵の宿 2棟貸し切りで総勢 35名!(^^)!   

スイカは大きいのが 2個・流しそうめん用のそうめん 2キロ・バーベキュー用のお肉・おむすびの量

は・・・⁉みんな大きくて、よく食べること＾０＾ 

おなか一杯食べて、夜は敷地内で花火や肝だめしで盛り上がり

ました。 

2日目は養老渓谷へ。暑い中、駅から歩いて川まで移動し、水

遊びへ。スタッフもびちょびちょになるほどの水遊び。いっぱい

遊びきった 2日間でした。 

キャンプファイヤーには、火の神も登場し、元気・勇気・

優しさ・友情などの火を子ども達に与えてくれていま

す。 

2日目は、あいにくの雨。工作室で、世界に 1つだけの

うちわを作成し通常なら、近隣の公園で水遊びを楽し

むのですが、カッパを着て散策しています。 

今年度の低学年キャンプは、初参加のお子さんが多く

戸惑う姿もみられましたが、みんな一回り逞しくなって

帰ってきたように思います。 

～11月 低学年自然体験 青葉の森公園～ 
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  ～12月 合同焼きいもパーティー 県民の森～ 

 

10月の台風での倒木が影響して、散策コースが通行禁止に。 

自己紹介や焼き芋の準備（濡らした新聞紙・アルミホイルでしっ

かり包む作業）のあとに、今年は簡単な制作を行いました。作品

は＜たこあげ・紙ひこうき＞ 

スタッフやボランティアさんに助けてもらいながら、完成したら

直ぐに実践！ 

広場で思いっきり走って凧あげしたり、紙飛行機をとば

して遊びました。 

沢山遊んだ後は、♪焼いも・豚汁・フランク・お

にぎり・マシュマロ・ポップコーン♪ 

1日を、美味しく、楽しくすごしました。 

他の活動もそうですが、この、年に 1度の全学

年合同活動には、多くのボランティアさんに協 

力いただいています。お子さんと活動してくださる方・裏方で美味しい豚汁や

焼き芋を用意してくださる方がいて成り立っています。皆さんに感謝です！！ 

～ 2月 5・6年生 冬キャンプ 群馬県猿ヶ京小学校～ 

 今年度の冬キャンプ・・・暖冬の影響で、校庭の雪は、少しだけ。 

校舎の裏庭に、若干の雪だまりがあり、男性スタッフの頑張りでちょっとした滑り

台を作ってソリで遊びました。 

水分をいっぱい含んだ雪でしたが、そんなことは気にもせず、

雪合戦をしたり、 

小さな雪だるまを作ってみたりと、充実できたのではないか

と思います。 

雪が少ない分、広い校庭で、リレーをしたり、追いかけっこを

したり。室内では、卓球やボルダリングトランプ・図書室でゆっ 

くり本を読んだり、貸し切りの学校をたっぷり堪能してきました♪ 

高学年のキャンプに参加するお子さんたちは、元気モリモリ・食欲旺盛な成長期！ 

たっぷり買い込んで、多いかな？と思っていた食材が、きれい

になくなってしまう程です。恒例の＜餅つき＞では、重たい杵

をしっかり持って、「よいしょ！」のかけ声と共に、臼にめがけて

叩きつける！ 

初めて挑戦するお子さんも多く、戸惑いながら、そ

のうち楽しく、しっかりついてくれました。自分達で

ついて、できたお餅も、ぺろりと食べていました。 

 



 

 

くーおん ニュース 
 

5/8 ページ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

くーおん 

くーおん体操教室は、毎年夏休みの時期は特別プログラムとなり、 

＜鉄棒・ボール・縄跳び＞に挑戦しています。 

マットの基本運動を行ってから、個々の課題に挑戦していくプログ

ラムになっています。通常のクラスと違うお友達と、活動するの

で、新鮮な雰囲気のなか、2時間みっちり取り組むプログラムで

す。 

 

～くーおん（中・高生グループ）～ 普段、日曜日に活動しています。 

 
小学生のプログラムを経験してきた仲間達。 

4月 花見 

6月 カラオケ 

11月 バーベキュー 

 1月 初詣   

 高校生 ボルダリング 

 2月 さる小キャンプ 

小学生よりパワーがあります！大きくなってからできるようになる事

が沢山あるので、その成長を頼もしく感じています。これからも、まだま

だ色々な事に挑戦していくぞ～！！ 

～夏休みの活動 7・8月～ 

 
活動の中で、シャボン玉・水遊び・絵の具・フィンガーペイント・野菜スタンプなどをし

て楽しみました。制作では、お楽しみ会で飾るモビールや、道具を作りました。 

 

プール活動は、毎年船橋アリーナに行っています。今年も暑い中、歩いて往復してい

ます！毎年参加しているお子さんは、少しずつ水に慣れてきている様子がみられま

した。 

～ くーおん夏プログラム ～ 

とれいる 

国立科学博物館と警視庁へ。京成線で上野に着くはずが事故で運休となり、途中経路を変えて上野へ。 

さすが中高生、慌てず行動してくれて無事に博物館着。皇居のレストランで食事をし

て、いざ警視庁へ。クイズに答えたり白バイに乗ってはい、ポーズ！TVに出てくる指

令室を上から見学できて、皆くぎづけになっていました。 

～ 中高生 社会科見学 ～ 
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～ 身体クラス 遠足 ～ 

 
11 月  羽田空港国際線ターミナルへいきました。空港隣接のホテルで、美味しいランチを食べてい

ます。デザートまでついて大満足＾０＾空港ターミナルにある日本橋で写真撮影をしたり、飛行機が着

陸するのをみたりしました。お家へのお土産を、何軒もお店をまわって選んでいました。 

～ 中高生 ボーリング ～ 

 
あいにくの雨でしたが、駅から頑張って歩いてボーリング場へ。 

今回から、1位表彰があったからか、スペア・ストライクが出る出る‼大盛り上がりと

なりました。1位の人には賞状が渡されています。 
 

～ 冬のお楽しみ会 ～ 

 

～ 書き初め ～ 

 

<小学生＞ ボランティアの植草さんに新作のパネルシアターを披露してもらいました。野菜の葉から

顔をだす物が何の野菜かを当てるのが難しかった～。 

カップケーキ作りでは、みんなコップに入った材料をまぜるのをすごく頑張りました。みんな美味しく

できあがりました。 

＜身体＞  午前中はパネルシアターで盛り上がり、午後は「箱の中身はなんでしょう？」で盛り上がり

ました。午前の部も午後の部も、フルーチェ作り頑張りました。 

＜中高生＞ 恒例のリレーは、中学生と高校生に別れて対決！高校生が連勝！タッチの受け渡しが勝

負の決め手となりました。焼きそばでおなか一杯になったらカラオケへ。皆、歌や踊りが上手になって

いてびっくり。最後はパプリカをみんなで歌っておどって、大盛り上がりの年末になりました。 

理事の川嶋さんのデモンストレーションを見ました。皆、好きな言葉を書いたり、名前を書いたり筆と

墨の感触を楽しみました。 

～ 出初め式 ～ 

 
船橋アリーナに行き、体育館での出し物を見たり、消防車からの放水を見たりしました。 
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こるおれ（児童発達支援） 

 

個別指導の様子 

（はごいたつくり） 

集団指導の様子 

（野菜スタンプ） 

 
 

スタッフの手作りおもちゃがたくさん。 

 

こるおれのスタッフとして、5名の保育士や精神保健福祉

が加わりました。お披露目では、法人関係のみなさんを招

待しておしゃべりをしました。 

 

みんなの制作↓ 

☆法人内座談会の様子 

令和元年１１月 

とれいるのOBのお母さんお二人を

お呼びして、くーおん、とれいる、こるお

れの保護者の皆様とスタッフで、子育て

の経験をお話する貴重な時間となりま

した。 

☆クリスマス読み聞かせ会 

令和元年１２月      

読み聞かせの植草さんに大型絵本

やパネルシアターを地域のみなさん

と一緒にたのしみました。 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

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】  年会費 ５０００円 

【サポート会員】 年会費 ３０００円 

【賛助会員】  一口  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。 

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: 047-494-1358 

 

E-MAIL: 

kuon@ae.auone-net.jp 

URL: 

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/ 

「こるおれ」 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

〒274-0065 

船橋市高根台 6-19-24 
 

TEL・ FAX: 047-494-5247 

 

E-MAIL: 

coluore@ab.auone-net.jp 

URL: 

http://kuon2012.jp/coluore/ 

BLOG: 

http://coluore2019.seesaa.net/ 

昨年の１１月に中国の湖北省武漢市で発生したといわれる「新型コロ

ナウイルス感染症（COVID-19）」は、感染拡大が留まるを知らず、今も

世界に脅威を与え続けています。 

私が最初に知ったのは、１月上旬のことで人から人への感染はないと

聞いていました。それが１月下旬には武漢市全土へ、そして全世界へと

広がっていったのです。 

国内でも１月１６日に患者が報告されました。また、感染爆発を抑え

るため北海道がいち早く「緊急事態宣言」を２月２８日～３月１８日ま

で宣言、政府による「学校休業要請」が３月２日から開始しました。４

月７日には法律に基づく「緊急事態宣言」が宣言され、全国に拡大され

ながら５月２５日まで続きました。 

「緊急事態宣言」が解除されたからといって今までの日常が帰ってく

るわけではありません。ワクチン・治療薬が開発されるまでは『新しい

生活様式』を守りながら過ごしていかなければなりません。これからと

ても長い戦いになりそうです。 

少しでも早く日常の生活に戻ることを願っています。 
（N.K） 

編集後記 

 
 


