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くーおん ニュース
令和３年度初秋を迎え、理事長よりご挨拶
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令和 3 年度がスタートして、早４か
月が経とうとしています。昨年度は世
界中に新型コロナウイルスが蔓延し、

したところです。少しでもみなさまに安
心していただくために、スタッフに対
する PCR 検査を毎月導入することに

様々な行動が制限されるという非日
常の一年となりました。くーおんの子
ども達の法人の活動も制限せざるを
得ない状況が続いています。元気に
外で活動するのがこども本来の姿と
いう、くーおんの基本ともいうべき活動
自体が制限され、学校生活、家庭生
活でも自粛に次ぐ自粛。楽しいお友達

しました。
今だけの我慢といいつつも、こども
たちにとっての一年一年は何物にも
かえがたい時間です。出来うる限りこ
どもたちに楽しい時間を過ごしてもら
えるよう、スタッフ一同努力していきた
いと思います。今年度もご理解、ご協
力お願いいたします。

とのおしゃべりや食事をも常に神経を
使っている生活に、気がめいってしま
うこともあります。そんな中、1 年半か
けて、基本の感染予防対策のもと行う
通常営業の形ができてきました。ま
た、令和 2 年は公共交通機関を使っ
た課外活動は自粛していましたが、令
和 3 年 4 月より自然体験事業を再開

追伸・・・思うようにいかない今です
が、このうちに皆さまのお知恵を借り
て、法人の未来を考える年にしたいと
思います。はじめての法人の運営部
と会員の皆さまとの意見交換会を９
月にオンラインで開催します。皆さ
ん、奮ってご参加ください。
理事長 山下 貴子

〈令和３年度 通常総会〉
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5 月 29 日（土）に、総会を開催させて
いただきました。昨年に続き、ZOOM で
の開催となっています。会員の皆さまに
は、委任状等の協力ありがとうございま
す。法人がスタートして、9 年が経ち・・・
小学校低学年だったお子さんが、現在高校生になられています。どのお子
さんにも物語が沢山あって、その都度、迷い・悩み・それでも前へ進んでいく
子ども達の成長を、近くで見守らせていただき、日々勉強させていただい
ています。子どもが健全に、安心して成長していける環境を、これからも、お
手伝いして行けたらと思っています。

～ 総会の中で＜その他＞で報告させていただいた件について ～
自然体験事業の再開
新年度をスタートした時点では、自然体験を再開する事となっておりました。
活動再開に伴い、皆さまには協力していただく事がございますので、ご確認ください。
① お子さまの健康管理チェック表についての協力依頼
活動 2 週間前より、活動に参加するお子さまの体温・健康状態の様子をチェック表
に記入していただき、当日スタッフへ提出していただくこととなっています。
② 参加者全員 PASMO・Suica を利用しての移動
各種交通機関での人との接触の軽減を図る為、PASMO 又は Suica を利用し
ていく事となりました。小学生は子ども用・中学生以上は大人用のカードが必要と
なります。各自、ご用意ください。
※参加費用に、交通費は含まれておりませんので、ご了承ください。

～ 活動報告 ～
５月 9 日（日）
６月１９日（土）
８月 ９・１０日
８月２７・２８日

くーおん特別プログラム実施
低学年自然体験 雨の為、中止
＜手賀の丘少年自然の家キャンプ＞ 緊急事態宣言発動の為、中止
＜星ふる学校くまのきキャンプ＞
緊急事態宣言発動の為、中止

尚、コロナウイルスの感染拡大に伴い、年内（10 月/高学年自然体験・11 月/低学年自然体験・12 月/
小学生全学年対象自然体験）は、中止とさせていただきます。
各事業所ごとの活動につきましては、その都度
手紙でご案内させていただきます。
2 月に予定している 5・6 年生対象の＜さる小
キャンプ＞につきましては、今後の情勢を見守
りつつ、判断することとなります。ご了承くださ
い。
まだまだ自由の利かない状況が続きますが、各
事業所とも、換気・消毒等しっかり行ってまいり
ます。

スタッフの PCR 検査・オゾン発生機
の導入

令和 3 年 3 月より、法人スタッフ（全 17 名）に対し＜PCR 検査＞を定期的におこなっています。
4 月より自然体験事業が再開するにあたり、スタッフ同意の上、検査を実施（参加ボランティアの方に
も、お願いしています。）唾液採取の方法で検査を依頼しております。
検査結果については、くーおんホームページにアップしていきますので、ご確認ください。
また、スタッフにおきましては、コロナウイルスに対するワクチン接種を、随時接種中となっておりま
す。今後とも、安心して活動に参加できる環境を整えて参ります。
感染予防の 1 つとして、各事業所に除菌効果のある<オゾン発生器＞を設置し
ています。職員が各施設を退勤する際に、無人状態で稼働を始め、空気洗浄の
対応を行っています。

ホームページに「ご意見フォーム」を新設しました
日頃より、日々の生活などの困りごとなどの相談は、送迎時・面談・事業所内
相談・電話での対応等、保護者の方々との対話を多く持てるようにしておりま
す。総会資料の理事長の言葉にも＜今年度は会員の皆さまの意見を吸い上げ
ることのできる環境を整えて参りたい＞と述べていることから、新設させてい
ただきました。皆様のご意見・ご希望等、ございましたらお気軽にお問合せく
ださい。
9 月１６日（木） 初の＜意見交換会＞を開催予定です。
皆さまには、アンケートのご協力をお願いしています。
これからの≪くーおん≫の発展を、共に考えてみませんか？

AED の導入
昨年の臨時総会で話し合いをさせていただきました AED を、早速手配させていただきました。
平日・休日関係なく、日々公園を利用
させていただいています。昨年は、空き
缶・飲食後にでるゴミ等が、目に余る状
態で散乱していることも多くあり、見れ
ば回収をするようにしています。くーお
ん前の公園は、老若男女、多くの方が
色々な目的で利用されています。とて
も活気があり、花壇も素敵です＾０＾お世
話になりっぱなしですが、少しでも地域
に貢献できる・子ども達の安全を守る
法人でいたいと考えています。

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: 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/

５０００円
３０００円
５０００円

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/

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。

編集後記
新型コロナウイルス感染症の影響で、１年延期となった「東京２０２
０・オリンピック競技大会」は、７月２３日～８月８日まで、１７日間
開催されました。
日本は、金２７・銀１４・銅１７・計 ５８個もの最多のメダル数を
獲得し、連日賑わいを見せてくれました。
中でも、柔道の阿部 詩さん・一二三さんによる兄弟同日金メダルの快
挙を達成、体操の橋本 大輝さんによる男子団体銀メダル・男子個人総
合・男子種目別 鉄棒で金メダル２つの活躍ぶり、レスリングの川井 友
香子さん・友香子さん姉妹による金メダルが印象的でした。実を言うと
他にも、卓球やソフトボールや野球など、感動したことがたくさんある
のですが、切りがないのでこのくらいにしておきます。
オリンピック開催を巡っては、直前まで中止が議論されていました
が、終了した今、コロナ禍で苦しんでいる方が大勢おられる中、感動そ
して希望を与えてくれたオリンピックを行った意義は、大きかったので
はないかと思います。
（N.K）

