KSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCE

K S C E 通信

２０１5 年 11 月号
No.158

特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター 京都府京都市中京区三条河原町東入ル恵比須町 439 早川ビル 6F
E-mail：soudan@ksce.jpn.org TEL/FAX：075-211-0750
KSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCE

KSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCE

KSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCEKSCE

「緊張や不安を乗り越えること」
はじめまして！！半年ほど前からこ
ちらのスタッフとして活動に参加させ
ていただいております。石田喜一とい
います。まだ僕のことを知らない方も
いらっしゃると思いますので少しでも
自己紹介になればと思っております。
わたしはとても緊張しいで、小中学
生時代は授業中に先生にあてられるの
がいやで先生と目を合わせないように
全力を注いでいました（笑）。
そんな緊張しいの私ですが、今年の
夏に就職活動で一般の塾に職業体験に
行かせていただきました。そこで、私
は生徒の前で自己紹介をさせていただ
くことになりました。
人前で話すことは自分の最も苦手な
分野なので緊張に加え不安もありまし

た。しかし、実際に自己紹介を終えて
みると、今まで私を不審そうに見てい
た塾の生徒たちが「石田先生」と呼ん
でくれるようになりました。小さなこ
とですがその時の喜びはたとえようも
ないものでした。
私はその時に緊張や不安が大きけれ
ば大きいほどそれを乗り超えた時の喜
びは大きいのではないのかと思うよう
になりました。
（でもやっぱりあんまり
緊張したくないなあ・・・心臓に悪そ
うやし・・・笑）
今回の文章で私の名前だけでも覚え
てもらえるとうれしいです。基本的に
土曜日にＫＳＣＥにいるので、よろし
ければ遊びに来てください！！！
（石田

相談用電話回線を設置しました
フェイスブックページ
https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo

喜一）

075-241-0620

Twitter ID 「ksceleader」
ブログ http://ksce.jpn.org/?page_id=1234

カウンセラーの目
「都合で変わる関係性と変わらぬ関係」
２０１４年に「絆（絆し）」に関わる話を記述したが、相変わらず「絆（きず
な）
」の人気は衰えないようだ……。
そして、
「絆し（ほだし）」を疎ましく感じているらしい……と、いうことも
相変わらずのようだ……。
さらに、
「絆」と「絆し」が一体のものだということについて深く考えない人
が多いのも相変わらずのようだ。
「お金……千円札とか……、もちろん好きですけど、富士山は欲しいけど、
野口さんはいらない……。」って言ってるようなものなのだけどね。
野口さんは、富士山の美化のための活動などを一生懸命やってるのに……た
だし、野口英世じゃ無くて野口健だけど……はぁ……野口健って……という
人は検索して調べてください、たぶんすぐ出てくるから……。
そっちの検索は、各自でやってもらうとして……「きずな」と「ほだし」を
検索すると、これもいっぱいヒットするのだけど、その中にこういうのが出
てました。
きずな〔きづな〕【絆】
１ 人と人との断つことのできないつながり。
離れがたい結びつき。
「夫婦の―」
２ 馬などの動物をつないでおく綱。
ほだし【絆し】
１ 人の心や行動の自由を縛るもの。自由をさまたげるもの。
「義理人情の―」
２ 馬の足をつなぎとめるための縄。ふもだし。
３ 手かせや足かせ。ほだ。
淡々と意味を説明している文章のようなのだけど、
「１」の部分を見比べると、
「きずな」は何となく肯定的なニュアンスが漂ってくるのに、
「ほだし」は否
定的なニュアンスが感じられる。
この違いは何だろうと考えてみたら、「このコトバの（少なくとも）一方の当
事者の意識」の違いが関係しているように思えてきた。
「きずな１」の「離れがたい」という表現には「自由を捨ててでも……」と
いう思いが隠れている気がするが、「ほだし１」の「自由をさまたげるもの」
という表現には「離れたい」という思いが隠れている。
「関係の強さ（密度・濃度）」は、そのまま同じに継続していても、当事者の
（少なくとも）一方が「よし」としている場合は「きずな」という「関係性」
と受け止められる……そして、
「だめ」とされると「ほだし」という「関係性」
と受け止められる……ということになる。
なんだか、これは「○○ハラスメント」の議論が、ややこしくグルグル回り
するのと似ている。
さらにややこしいのは、一方の都合で、その人の側からは「きずな」だったり、
「ほだし」だったりしてしまうということだ……。
「一方の都合で、その人の側から」っていう言い方ができるということは、

これが
「ベクトル」で示されるからで、
「ベクトル」
であるということは、
「きずな」
「ほ
だし」が「関係」を示すコトバではなくて、
「関係性」を示すコトバだということだ。
当事者間の結びつきの強さ（密度・濃度）という「関係」そのものは、変化して
いない。
……なるほど……と、私としては、また一つ整理できた……という気分なのだが
「絆」と「絆し」が一体のものというのの裏返しみたいに「関係」と「関係性」は
別物ということを気にしない人は多いのだろうな……。
この先はついで見たいになってしまうけど、
「きずな２」
「ほだし２」の説明文章
のほうも何となくついでっぽく感じてしまう……「きずな２」
「馬などの動物をつ
ないでおく綱」で、
「ほだし２」
「馬の足をつなぎとめるための縄」と書かれている。
何となく投げやり感を感じつつ文字通りに読んでいくと、
「きずな２」は「馬など」
とされていて、
「馬、牛……あと、何だろう……」という感じなのだけど、
「ほだし２」
は「馬の足を」とされていて、つなぐ対象が「馬限定」のように記述されていて、
しかも、その「足」にワンポイント集中している。このコダワリ具合は何なのだ
ろう……思考、考察、検討する対象としては、こちらの方が難易度が高い……。
さらに「きずな２」は「つないでおく綱」なのに、
「ほだし２」が「つなぎとめる
ための縄」となっている。
この「綱」と「縄」の表現の違いは、何を意図した使い分けなのだろう……。
「２」の方が、大きな謎が残ってしまった。
（高石 公資）

イベント紹介・報告
☆９月２４日

集い場〇

☆９月２５日

活字倶楽部

読書部改め名称を活字倶楽部として実
施しました。
各々の好きな本・興味のある本を挙げ、
ワイワイと盛り上がりました。
課題図書を決め、次回はその感想も言
いあえたらと思います。
今回の課題図書は、三浦しをん作「ま
ほろ駅前多田便利軒」です。

集い場○ 学食 Walk
同志社大学の学食に行きました。
大きなカツレツが入ったランチが
５５０円とは安いなぁ。
そして味もとてもおいしかったです。

☆９月２７日

集い場○ バスで京都散策
銀閣寺～哲学の道～平安神宮
天候に恵まれ、暑すぎず寒すぎずの
散策日和でした。
銀閣寺、哲学の道と自然の中をゆっ
くり散歩。鯉や鴨を見つけて
眺めたりしながら、京都を楽しみまし
た。

☆９月２９日

料理しよう

クレープ作り

利用生の希望でクレープ作りを行いま
した。
スタッフの指導のもと、一生懸命作っ
てくれたクレープはとてもおいしかっ
たです。

☆１０月７日

女子会
相当久しぶりに女子会を実施しまし
た。
スタッフ含め参加者は５名でしたが女
子同士ならではのわいわいとした楽し
い時間になったのではないかと思いま
す。また実施したいと思います。

☆１０月１２日

パレット河原町
のきさき市 ブース出店
今回で４回目となる京都教育サポート
センターも入っている商店街パレット
河原町ののきさき市というイベントに
ものづくりの手作り品を販売するブー
スを出店しました。
たくさんのかたに見てもらえてよかっ
たです。

ものづくりかふぇ
☆１０月１６日
今回は５人でタイルアートを実施しま
した。
フォトフレームや木製クリップをタイ
ルで装飾してかわいらしいものができ
あがりました。

お知らせ
●

賛助会員にご入会ありがとうございます。

○
○

滋賀県
京都市

●

物品寄贈のお願い 。

橋本様
別所様

アポロ活動の中でのフリマ活動に対する物品寄贈や、学習サポートで使用させていた
だく問題集・教科書・赤本・高卒認定試験問題集パソコンソフト・絵本・知育玩具な
どを常時募集しております。皆様の不用品などであればぜひ寄贈いただければと思い
ます。寄贈いただける方は京都教育サポートセンターまでお申し出ください。メール・
電話など可能です。なお、送付いただく際の送料も申し訳ございませんがご負担いた
だいております。
● ２０１５年度機関紙
「KSCE 通信」 メール添付カラー版購読会員募集しています。
内部生・スタッフは無料・関係機関や団体も無料・その他は年額３６００円のご寄付
をお願いできればと思います。（紙面版購読会員は送料込で年額６６００円のご寄付
をお願いします（アポロ会員として登録いたします。現在会員の方は１年経過前にま
たお知らせいたします）
●

２０１５年度アポロ会員

募集いたします。

アポロ会員は当所の通常利用や学習利用などはまだ希望しないが、レクリエーション
イベントなどのアポロ活動には参加してみたいという方の会員制度です。会員資格は
申し込まれた月の翌月から１年間となっております。アポロ会員には毎月の機関紙を
送付します。２０１５年度よりアポロ会員費用は月額６００円（年７２００円・機関
紙送付費用含）となっております。なお、この会員は実際にイベントに参加したかど
うかではなく、参加権利の費用となります。ご了承ください。会員希望の方は京都教
育サポートセンターまでメールか電話にてお知らせください。
●
寄付会員募集しています（随時）
寄付金額により当所活動「ものづくりかふぇ」で作成しているものをお礼として送ら
せていただいたり、機関紙にお名前を掲載させていただいたり、活動報告を随時させ
ていただきます。ぜひ、当所の活動をご支援くださいますようお願いいたします。ご
希望の方、興味をもたれた方には京都教育サポートセンター事業所長がお伺いして説
明させていただきます。
●
広告掲載でご支援いただけませんか？
機関紙に広告・案内などを掲載していただくことでのご支援をしていただけません
か？
KSCE 通信 発行部数 ５００部 メール添付 カラー版配信１3 部 合計５１３部
当所へのご支援として通信への広告などを載せていただける団体・企業・店舗・個人
の方、お気軽にお問い合わせください。

集い場○
７・８月を準備期間としてプレ実施やしたいことなどの意見を集め、９月か
ら実施を本格的に始めました集い場○（サークル）活動です。今後やってみ
たい活動などあればスタッフに申し出てくださいね。そこから計画を立てて
実行可能なら実施していきます。現在実施しているサークル活動は以下の６
つです。
●
学食 walk いろいろな大学の学食を食べに行って大学の雰囲気なども
味わうサークルです。次回 11 月 6 日にミーティングをして 11 月 27 日に行
きます。
●
バスで京都散策 バスでお出かけしていろいろ行きたいところを回っ
ていきます。次回 11 月 7 日ミーティング、11 月 28 日に出かけます。
●
活字倶楽部（読書部改め）課題図書を事前に読んで、感想を話し合っ
たりするコミュニケーションをします。次回 11 月 19 日（予定）
。
●
麻雀部 頭の体操とコミュニケーションをするツールとして麻雀を行
い、ゲーム形式とルール講座とを行っていきます。次回 12 月予定です。
●
健康体操教室 体操の先生をお呼びして体をほぐしてリラックスして
いくことを目的に実施しています。次回 12 月予定です。
●
ものづくりかふぇ 羊毛フェルト・タイルアート・ビーズアクセなど
を作る活動です。１０月１２日にはパレット河原町のきさき市にて出店し、
手作り品を販売しました。１1 月のものづくりかふぇは 20 日に実施いたしま
す。
○
11 月の通常集い場
11 月 21 日土曜日 １８：００～２２：００
２０時までに入室ください。２０時以降参加者がいなくなった時点で終了と
します。
この日は集い場参加者の１８時以前の利用も可能です。
（利用生アポロ会員以外 は２００円）
気ままにのんびり過ごしてみませんか？
スタッフに話・相談に行くとかでも構いませんよ。
※集い場は平成 27 年度京都市による NPO 等民間団体の子ども・若者支援促進事業です

編集後記
２０１５年もあと２ヶ月になりました。
早いものです。個人的には入院などがあった年になりましたので
余計に早く感じています。といってもまだあと２ヶ月あります。
やれることはいっぱいあると思いますのでいろいろ行っていきたいと思います。
イベントや集い場〇などよかったらどんどん参加してくださいね。
（南山

勝宣）
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10 月 29 日（木） 集い場〇 活字倶楽部
１４時～ KSCE で実施 参加費無料
10 月 30 日（金） 集い場〇 学食 Walk
特別編 学祭へ行こう 龍谷大学 １１
時集合 交通費・飲食費は各自負担 参
加費無料
10 月 31 日（土） 集い場〇 バスで京都
散策 鈴虫寺・松尾大社 １０時３０分
出発 交通費・飲食費は各自負担 参加
費無料

会員外の方も OK）パレットの清掃日 ９時半～
１５日 ( 日 ) 地域力アップおうえんフェア ゼ
スト御池 １３時～１７時（準備撤収は１０時
～１８時）
１９日 ( 木 ) 集い場〇活字倶楽部（実施予定）
２０日（金）ものづくりかふぇ 13 時～ 14 時半
参加費無料 作成物希望者は有料で買取可能です
２１日 ( 土 ) 集い場 １８時～最大２２時
（２０
時ま でに入室ください）
２７日 ( 金 ) 集い場〇学食 Walk 実施日
詳細は６日に決定
１日 ( 日 ) アポロ活動 勇気の出るライブ ２８日 ( 土 ) 集い場〇京都散策行く日
依頼 KSCE ソング録音１７時 LPW 北大路
詳細は７日に 決定
３日 ( 火 ) 通常運営実施日
２９日 ( 日 ) 講演会・交流会「見えていますか。
４日 ( 水 ) アポロ活動 女子会
ひきこもる若者の姿」１３時～１７時（手伝い
スイーツお店へ行こ う
（仮） は１１時から１８時）中京青少年活動センター
６日 ( 金 ) 集い場〇学食 Walk
ミーティング１４時３０分～ 未定 カラオケ会 ２３日または３０日 決定
７日 ( 土 )、８日 ( 日 )
次第ブロ グ・フェイスブックページ・事務所内
２０１５年度第２回高卒 認定試験
に掲示します。
７日 ( 土 ) 集い場〇京都散策
ミーティング １４時～ 毎週月曜 １６時半～１９時２０分
１０日 ( 火 ) アポロ活動コラージュしよう ことばのがくしゅう
１４時半～ 参加費無料 雑誌等各自 １０月２９日 ( 木 ) ～３１日 ( 土 ) 秋期休業
持ってきていただけるとありがたいです。通常運営はお休みです。振替授業・イベントの
何でも OK.
み実施します。
１３日 ( 金 ) アポロ活動（内部・アポロ 毎週日曜・月曜 お休み

KSCE 全般もしくは通信に関するお問い合わせ・ご意見は、下記までお願いします。
E-mail の場合 soudan@ksce.jpn.org 、TEL/FAX の場合 075-211-0750、郵便は〒 604-8005 京都府京都市中
京区三条河原町東入ル恵比須町 439 早川ビル 6F 京都教育サポートセンター KSCE 通信係 まで。
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