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くーおん ニュース
令和４年度初夏を迎え、理事長よりご挨拶
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コロナ下で迎える 3 回目の年がス
タートしました。2 年前は、このような

います。充電期間を有意義に過ごし
た今年は、そのエネルギーを爆発さ

日常を予想できずに、ただ戸惑うだけ
でした。この間、コロナウイルスは
色々な形に変化しながらも、未だ世界
に居座り続け、わたしたちは共存への
道を歩みはじめています。今まではた
だ鬱陶しいだけのマスクと手洗いうが

せる時です。くーおん・とれいる・こる
おれでも、ようやく交通機関を使った
課外活動が再稼働し、夏のキャンプ
やイベントに向けて 3 事業所の動き
が活発になってきました。課外活動
が得意な我がくーおんの力の見せど

いが定着し、当たり前の光景になって
います。対面で行う授業や会議を何も
疑問を持たず過ごしていた過去から、

ころですね！！大人も子どもも存分
に楽しんでまいりましょう!(^^)!
話しは変わりますが、なんと令和 4

学校ではオンライン授業の地場が整
備され、会社もオンライン会議やリモ
ートワークで、元来の働き方そのもの
が見直されています。様々な授業の
受け方、働き方が選択できるようにな
り、今まで学校に行きにくかった子ど
もたちにも学習しやすい環境になった
り、暮らしの選択の幅が拡がったので

年は特定非営利活動法人くーおん設
立から 10 年という大きな節目の年で
もあります。理事 3 人ではじめたくー
おん体操くらぶから、現在は正規職
員 6 名スタッフ総勢 16 名と共に運営
しています。利用していただいている
お子さまは 100 人超。毎年子どもた
ちの社会に出ていく後ろ姿を見送っ

はないでしょうか。そして、徐々に行動
制限が緩和されつつある今年は、さら
に、元来のものが加わり、より多様な
生き方を選べる豊かな社会になること
を期待しています。この 2 年間、当法
人では、感染対策と共にスタッフ一丸
となって事業運営を継続していく中
で、チームワークを再確認する良い機
会にもなりました。また、イベントがな

ています。子どもたちが未来への一
歩を踏み出すように、くーおんも未来
へどんな一歩にするのか、考え続け
ています。今年度は地域社会への参
加を試み、昨年度から開始した意見
交換会でまた、皆さまの声を伺う機会
を設けたいと思っています。
今年度もみなさまのご支援、ご協
力のもと、くーおんは成長してまいり

く、通常の療育を継続してい日々に、
療育内容を、より子どもたちに楽しん
でもらえるよう検討したり、一人一人
の個性に向き合う事が出来たと思って

たいと思います。どうぞ引き続きよろ
しくお願い致します。
理事長 山下 貴子

くーおん ニュース
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☆ 各事業所の活動報告 ☆
くーおん
高学年自然体験 ４月１６日（土）

☆ 日曜日プログラム ５月８日（日）

電車に乗っての遠出は、本当に久しぶりです。令和 4 年度のスタートは忍者体験から＾０＾
高学年の自然体験と日曜日プログラム、活動内容
がほぼ同じでしたので、まとめて報告です。
南房総に位置する＜九重駅・無人駅＞で下車し、
お迎えの車で現地へ。移動時間も長く、朝も早い
ため、先ずは腹ごしらえです。忍者の時は ２個
でササっと終わらせ、活動に参加するために、修
行服に着替えます。
レプリカでも、なかなか重みのある剣を持ち記念撮影 ・・・忍者ですが、バッ
チリポーズとってますね～(^^♪
忍者の合言葉 『臨！・兵！・闘！・者！・皆！・陣！・列！・在！・前！』と、みん
なで修行前に元気にかけ声をかけてからスタート。的に向かって手裏剣を投
げたり、高さのあるブランコに挑戦したり。
4 月の高学年コースでは、筍ほりの経験もさせてもらえました。
古民家屋敷は平屋の為、屋根の上に上る経験・小屋の二階の屋根裏部屋を探
険・ザリガニ釣り・屋外トランポリン・・・普段なかなか体験する事の出来ない活
動に、時間が経つのもあっという間の 1 日となりました。

低学年自然体験

☆ 21 世紀の森と広場 ６月１８日（土）

長雨が続く 6 月・・・この日は雨にも降られず、太陽が出ないくらいの天候。高根木
戸駅集合～八柱駅まで電車に揺られ～駅から約 20 分程徒歩で移動しながら、21
世紀の森と広場まで行ってきました。ほとんどのお子さんが、「自然体験、初参加！」
ドキドキ☆ワクワク(^^♪初めて会うスタッフやボランティアのお姉さん（今回は、大
学生のお姉さんが 2 人も来てくれました。）もいて、賑やかに行ってきました。普段
と違う人との交流も、子ども達にとっては気持ちを伝えたりする経験になったと感
じます。
竪穴式住居に侵入！昔の人は、こんなところに住んでたんだね・・・↑
すごく広い芝生の広場で、食後に鬼ごっこ！この後、宝探し・水遊びまでし
て、1 日動き回り、笑顔沢山の自然体験になりました。
～ 今後の予定 ～
8月
10 月
１1 月
2023 年 2 月

☆低学年キャンプ☆高学年キャンプ
高学年自然体験
低学年自然体験
冬キャンプと、続きます。
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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」 令和３年度活動報告
１２月＜冬のお楽しみ会＞
＜小学生＞
牛乳パックでボールを作成してのゲームや、宝探しを行いその得点で、おかしの景品
交換を行いました。
子どもたちは自分で好きなものを選び喜んでいました。

＜中高生＞
今回はウォークラリーを二日間に分けて行いました。
北習志野１号公園から１０号公園をまわり、それぞれの公園に
ある問題を解きながら町をめぐりました。戻ってきてから、自分達で
購入した昼食を食べ、食後には UNO を行ったりして楽しみまし
た。最後に成績発表を行い、チームの順位を発表すると、喜んだり
悔しがったりして盛り上がりました。
活動を振り返る目的で、各チームが撮影してきた写真を壁に映
し、みんなで見て楽しみました。

１月＜書初め＞
【小学生】
筆で工夫しながら自分の好きな文字や言葉を書いていました。 墨で汚れる事もあ
まり経験がないので、それを含め、楽しんでいました。

＜初詣＞
【中高生】
御滝不動尊まで歩いて初詣に行きました。おみくじを引いたり屋台の食べ物を買う
子もいました。道のりは長いですが、さすが中高生、しっかりと歩いています。

＜出初め式＞
船橋アリーナに行き放水作業を見ました今年はコロナ感染予防のため体育館
での出し物や、災害活動車の展示はありませんでした。消防車からの一斉放水
では、大きな虹がかかり子どもたちも喜んでいました。

２月＜合同冬キャンプ＞ まん延等防止措置が発令されたため 中止
３月＜小学生親子遠足＞ まん延等防止措置が発令されたため 中止

＜高尾山登山＞
３年ぶりの登山となりました。今回は、初めてのコースで JR 高尾駅からバスに乗り、
滝修行の出来る所から登り始め、尾根沿いを歩いて頂上を目指しました。
参加人数の関係で二日間に分けて行いました。皆それぞれのペー
スで、頑張って頂上まで登りきりました。山の茶屋では、各々注文して
いた昼食を美味しそうに食べていました。下山してからは、お土産を
購入したり、アイスクリームやお饅頭などを購入し美味しそうに食べて
いました。
帰りの電車では疲れたようで、寝ている子どもたちもいました。両日とも天気に恵まれ
てよい登山日和となりました。

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

こるおれ
ミニ遠足
３月には 2 日間に分け、くーおん前の北習
志野一号公園へ歩いて遠足に行きました。
公園の遊具で遊んだ後は大きな輪になり、
みんなで『手をつなごう』を踊りました。手
をつないだまま歩いたり、ジャンプしたり…
子どもたちも笑顔で楽しむ姿が見られました！その後は昼食タイム。暖
かい日差しの中で、楽しい時間を過ごしました。

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

避難訓練
5 月の午前の療育中に避難訓練を実施しまし
た。避難時には防災頭巾やヘルメットを被り、一
時避難場所のブックオフの駐車場へ。子どもた
ちも泣かずに最後まで避難訓練に参加できまし
た！また、避難時持ち出しリュックの中身を一
つずつ確認しました。
次回の避難訓練は秋ごろに予定しています。

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

☆ 各事業所のスタッフ紹介 ☆

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

「くーおん」スタッフ

〒274-0065
船橋市高根台 6-19-24

「とれいる」スタッフ

TEL・ FAX: 047-494-5247
E-MAIL:
coluore@ab.auone-net.jp
URL:

http://kuon2012.jp/coluore/
BLOG:

http://coluore2019.seesaa.net/

「こるおれ」スタッフ

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。

