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「流行ゲーム」

　こんにちは。山本です。私がここに
関わるようになりもう 7 年目が終わろ
うとしています。いつの間に、です。
その間に、KSCE ではいろんな変化が
ありました。そして、遊びにも流行り
がありますね。懐かしみながら、KSCE
で流行った遊びを紹介したいと思いま
す。

　まず人生ゲーム。KSCE にはいろん
なバージョンが置いてあります。「辛
口」「激辛」「ダイナミックドリーム」。
それぞれ特徴が違うので、その時の気
分やノリで遊んでいます。金色のお札
があって大金持ちになれるものもあれ
ば、約束手形（借金）なくゴールでき
れば上等なんてのもあります。
　大定番、大富豪。これは長い流行で
すね。KSCE のルールは、７渡し、8 切り、
11 バック、階段、革命です。ロック・
記号縛りはありません。人数が多いと
きはトランプ 2 セットを混ぜて使うの
で、その時の革命は 5 枚。私は７渡し
のルールを忘れがちで、いつも翻弄さ
れていました。
　ご存知、UNO。これはルールがシン
プルなため、気軽に遊べますね。私の
時代、リーバースは「R」スキップは「S」
と書いてあったので、今のカードは新
鮮ですね。
　視野を広く、立体四目並べ。これは
個人的に大好き。碁盤で五目並べを
やったことがある人は多いと思います
が、それの立体版です（四目になりま
すが）。４つを積み上げたり、階段の
ように高さで斜めに置いたりです。構
造が複雑な分、プレイ中は真剣すぎて
静かになります。見ている人も一緒に

考えるので、結構みんなで楽しめます
ね。
　寄贈からの大ヒット、カルム（カロ
ム）。赤と緑の木製の球（円柱）を指で
弾いて四隅の穴に落とす、ビリヤード
の様なゲーム。初めての人ばかりだっ
たので、皆打ち方のコツを掴むまでは
指が痛くなったり、なかなか球が落と
せなくて１ゲームに時間がかかってい
ました。今ではどんどん上達していま
す。対戦記録なんかもつけ始め、これ
も KSCE で流行が長いですね。
　会話が決め手、人狼ゲーム。ルール
が複雑で私には難しかったので説明は
端折りますが、一時期すごく流行りま
した。人数少ないとやりにくいゲーム
ですが、人数がいるといつもやってい
ましたね。他者の言葉の裏を読み取る
ことが特徴。心理的駆け引きではあり
ますが、ある意味コミュニケーション
するにはいいのかもしれません。

　他にもいろいろあったと思いますが、
パッと浮かぶものを挙げてみました。
このような遊びを通して、場・時間・
楽しみを共有できたらと思います

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
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「人として生きていくための勇気と自信を培うサポート活動」
「４０歳くらいまでのひきこもり経験者・不登校・学校中退・対人不安・心理面

サポートを必要とされる方への居場所提供・フリースクール活動・個別指導学習
サポート・家庭教師・家庭訪問・カウンセリング面談・各種相談活動」

特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター　

（山本　有里）

春休み利用のお知らせ

春休み利用　小学生・中学生・高校生（通
常利用生を除く）

3 月 17 日土曜日～ 4 月 14 日土曜日のフ
リースペース運営日の居場所利用が可能
です。費用 8,640 円　期間中学習サポー
ト希望者は 80 分 1 回 3,240 円で実施いた
します。



理事長の目

今月は高石先生ご多忙のため「雑感」はお休みとさせていただきます。

「日々・・・つれづれの中で」　第１回　南山勝宣（不定期連載）

ごくごく、当然といえば当然の話を書いちゃいます。
もしかしたら似たような文章も書いたかもしれませんが
ここでは思ったことを書きたいと思います。

フリースクールの中では、いや社会の中で
他人と関わっていく上で切っても切れないこと・・・
その一つは「価値観」の世界だと思います。

「価値観」が大元の表現として正しいのかどうかはわかりませんが、
様々な言い方も存在しますし、その言葉も「価値観」に対して
違う価値観 ( 笑 ) で使われていることもあるでしょう。

親子であっても、兄弟であっても、友人であっても、恋人であっても
ただの知り合いであっても、双子であっても
生きてきている環境、境遇、関わる人、関わるもの、興味のものが
違うところ（同じがあっても完璧同じはありえない）の中で
そこから構築された価値観は一致するところと一致しないところ
似ているところ、似ていないところがあるのは、当然当たり前です。

でもそのようなことは頭ではわかっていても、いざ
人とぶつかったり、親とぶつかったりすると、
またはしんどくなってくると自分の価値観の中で
相手の評価をしようとしてしまう・・・私もしちゃうことあります。
でもそれは相手を理解しているわけではないこと、だけは言えるでしょう。

なので私はこの KSCE をやってきた 16 年間の間で
価値観を広げることはずっとやってきた・・・つもりです。
今後も続けていきます。そうすることで実体験はほぼしていない
不登校・ひきこもり・発達障がい・心理的なしんどさなどの方の
価値観を自分の価値観に引き入れたいと思います。

皆さんも心の中で可能なれば人の価値観を
触れて広げてみると（すべてでなくていい、触れて取捨すれば良い）
少しずつ楽になることも増えてくるのではないかと考えています。

人間関係は

合う要素を広げる＝価値観を広げる、価値観を受け入れる
＝出会う人の中で仲良くなる人の出てくる確率が UP

合う要素が広がらない、広げない＝自分の価値観中心のみ、他の価値観を排
除する
＝出合う人の中で仲良くなる人の出てくる確率は低い



そして、「お互い」が
合うと思える要素と合わないと思える要素を総合して
その人と関わりたいと思うかどうかで

「知り合い」「友人」「親友」「恋人」とかの関係性へなります。

そんなん当たり前やん！と思ってても日ごろにはなかなか
意識しないので時々思ってみるのもいいと思いますよ。

「地域力アップおうえんフェア　参加します」　　2018 年 3 月 4 日日曜日

京都市主催の「きょうと地域力アップおうえんフェア」が 13 時～ 17 時で
ゼスト御池内「河原町広場」「寺町広場」「御幸町広場」にて実施されます。
FM のαステーションの DJ 陣やくまモン・めじろん（熊本・大分のゆるキャラ）が
来たりして京都で活動している様々な団体の活動紹介・ワークショップなどが行われ
ます。KSCE は活動展示と各種相談・タイルアートやコラージュの体験・ものづくり
活動の商品販売などを行います。

ぜひ遊びに
来てくださいね



イベント紹介・報告

☆ 1 月 4 日
初詣　下鴨神社

KSCE2018 年のスタート、今年は下鴨神
社に初詣に行きました。小雨が降る寒い
中でしたがお参りやお御籤やとやってき
ました。

☆ 1 月 7 日
新年会

例年は年末の忘年会で実施していました
が今回は事情で新年会となりました。お
鍋を食べゲームをして楽しく過ごしまし
た。

☆ 1 月 11 日
十日戎

例年通り、京都ゑびす神社に商売繁盛の
祈願をしに行きました。フリースクール
が繁盛というところでいいのかどうかと
いうのも頭に浮かぶのですが、日本に不
登校・ひきこもり他生きにくさを感じて
いる方がおられる限りは少しでもたくさ
んの方のサポートが出来ればいいと考え
ています。

☆ 1 月 13 日　
LPWさん主催餅つき参加

昨年に続いて 2 度目の参加でした。
こういう機会でもないともちをつくなん
ていう体験はなかなかしないように思い
ます。
ついたもちもおいしかったですね。

☆ 1 月 16 日　
集い場○健康体操教室

この集い場○は体を元気にするための運
動やマッサージ・ヒーリングを行ってい
ます。
参加日無料のものなので一度ご参加して
みてくださいね。



☆ 1 月 17 日　
集い場○活字倶楽部

今回は新年らしく百人一首を実施しまし
た。競っちゃう系統というかこういうの
はなんだかんだと熱くやっちゃいます
ねー。

☆ 1 月 19 日　
ものづくりかふぇ

参加者が今回はおられませんでした。
スタッフで 28 日の準備を行っていまし
た。

☆ 1 月 21 日　
岡崎フリマ参加

寒い中でしたが岡崎フリマ元気に参加し
ました。
皆様の寄贈物を中心にリユース活動とし
て参加し、9000 円ほどの売り上げになり
ました。

誠にありがとうございました。
次回は 5 月ごろ参加方向です。

☆ 1 月 28 日　
豊国さんのおもしろ市参加

ものづくりかふぇで作成しているもの
や利用生の方で各自で手芸などを行っ
ている方の出品の場として今回は東山
区の豊国神社で行われているおもしろ
市に初出店しました。
雪が降る中での出店でしたがいくつか
の手作り品を買っていただけてうれし
かったです。
2018 年度の予定におもしろ市を組み込
んでみようと思います。



お知らせ

☆　機関紙の購読または設置していただける方を募集しています
・当所の活動報告を行う機関紙「KSCE 通信」や案内三折パンフレット・各種
活動チラシ・同居団体個別指導学習塾「個別教育予備校 MES」の三折パンフ
レットなどをおいていただける方・場所の情報を教えていただける方などを
募集しています。

・個人で機関紙を購読という形でご支援いただける方募集しております。機
関紙購読は送料込みで年３６００円でご支援をお願いしております。メール
添付による個人の方は２４００円・関連団体や連携団体の方は原則無料で送
付させていただいております。

・機関紙に広告を掲載させていただくことでの広告料という形式でのご支援
も募集しております。

・機関紙は紙面のよる配布と PDF 形式によるメール添付形式で行っておりま
す。

☆　賛助会員・寄付会員を募っています
賛助会員は 12000 円／年　
寄付会員は金額は任意です。どちらの会員も機関紙による活動報告をさせて
いただき、会員の種類・金額により、ものづくりかふぇ活動での手作り品の
お礼をさせていただいています。寄付会員の方は、良ければ機関紙に寄付の
方のお名前を掲載させていただけると幸いです。

京都市下京区　匿名様より寄付いただきました。ありがとうございました。

☆　物品寄贈も随時募っています
衣類・雑貨・書籍など市役所前フリマに出店して販売できるものを随時募集
しています。ゴミの減量目的のリユース活動として、フリマの収益は当所の
運営に充当させていただきます。NPO の苦しい会計の手助けをしていただけ
ると幸いです。また当所の学修サポート・フリースペース提供・フリースクー
ル活動で使用できる教材・赤本・高校卒業程度認定試験対策問題集・教科書・
教科書ガイド・問題集・マンガ・小説・知育玩具・パズル・ボードゲーム・カー
ドゲーム・スポーツグッズ・収納関係（要事前相談）・OA 機器・OA サプラ
イ等を随時募集しています。宅急便（費用はお願いしています）・持ち込み
などでお願いしております。徒歩圏内は台車でのお伺いも可能です。賛同し
ていただける方は電話・メールでお申し出ください。もしよろしければ、通
信による活動報告や、通信へのお名前の記載をさせていただけると幸いです。

京都市北区　匿名様より寄贈いただきました。ありがとうございました。（お
名前掲載の許可をいただけた場合には氏名で掲載させていただきます）

○　京都教育サポートセンターの活動をご支援ください
ボランティア募集・物品寄贈・賛助会員・寄付会員・などのお問い合わせは
お気軽にお申し出ください。電話（075-211-0750）は火曜日～土曜日の 11
時から 18 時（時間外も代表在中時は対応いたします）メールは 24 時間受付
soudan@ksce.jpn.org まで。



編集後記

年度としての 2017 年度が最終月になりました。当法人も決算などに追われる時
期になりました。なんとか体を壊さないように乗り切りたいと思います。
また 4 月より運営形態の一部変更を予定しています。詳細は 4 月号と別紙・HP
でお知らせいたします。

フェイスブックページ
https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo

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

（南山　勝宣）

集い場○

集い場〇（サークル）は活動内容が決まっている中でその内容に対して参加者が集っ
て交流をしたりしていくものです。

健康体操教室　　　　　3 月 20 日火曜日　14 時半～
活字倶楽部　　　　　　3 月 21 日水曜日　13 時～
学食 Walk　　　　　　   3 月 8 日木曜日　12 時事務所集合
散策部　　　　　　　　3 月 25 日日曜日
レクリエーション部　　3 月 1 日木曜日　  14 時半～
　　　　　　　　　　　３月 15 日木曜日　13 時半～
ものづくりかふぇ　　　3 月 16 日金曜日　15 時～ 16 時半

※アポロ活動・集い場〇活動への参加には原則として
事前申し込みが必要です。（内部生は事務所内活動は連絡なくても可能ですが
変更の場合もあるので軽くスタッフに伝えるだけでもありがたいです）
また利用生でない方の参加申込は初回に連絡先・名前・年齢が必要です。
２回目には事前アンケートの記入をお願いいたします。

アポロ活動
アポロ活動はフリースクール活動のうち定期的に実施している集い場○活動以外の
ものを指します。
アポロ１１号クルーがが月面に最初の一歩を踏み出したことに倣って
社会への一歩を目指すエネルギーの充填につながることを目的としています。

単発レクリエーションイベント・飲食系・パーティ系統・社会活動・他者主催イベ
ント参加などです。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ・イベント実施日お手伝いスタッフ募集中

月曜日「事務作業系統のお手伝い」
火曜日～土曜日「フリースペースでの話し相手・遊び相手」と「イベント実施時の
運営手伝い」
日曜日「イベント実施時の運営手伝い」
オプション　利用者や保護者の面談・相談・訪問活動対応（一定期間後のこの活動
希望者）
学習サポート　小学生内容～大学受験・高認受験・発達障がい等向け生活に即した
学習・支援学校対策などの活動もあります。
２０歳以上４５歳くらいまで
曜日固定の有無は問わず月４日以上くらい活動可能な方
まずは見学にお越しください。詳細を説明させていただきます。
０７５－２１１－０７５０　syomu@ksce.jpn.org　まで（担当：南山）



２０１８年 ３月

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。

2018 年 2 月 8 日発行　特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター

20 日（火）　集い場○健康体操教室　

14 時半～ 15 時半　参加費無料　内部生以外の参加

者の居場所利用は 17 時迄　申込不要

21 日（水）　春分の日　

フリースペースは 13 時開所　授業は通常実施

21 日（水）　集い場○活字倶楽部　

漫画ミュージアムに行こう　13 時事務所出発 16 時

事務所帰着　参加費　内部生無料　その他 200 円

25 日（日）　集い場○散策部　内容未定　参加費内部

生 100 円　その他 300 円　2 月 9 日 MT 参加者は

100 円引

31 日（土）　年度末パーティ　14 時半～ 17 時半　

参加費内部生 500 円　その他 700 円　4 月進学・就

職予定者は無料　4 人以上申し込みが無い場合中止

4 月 15 日（日）　KSCE 通常社員総会（予定）

※ここでの内部生は前納居場所利用・前納学習サポー

ト受講者・MES 生です。

※アポロ活動・集い場○はどなたでもご参加可能です。

（40 歳くらいまで）

※ 2018 年 3 月より申込不要と書いていないものは

すべての活動で全員必要とします。内部生も必要とし

ます。前運営日 18 時迄です。

毎週日曜・月曜　お休み

1 日（木）　集い場○レクリエーション部ゴッホ

展に行こう　14 時半出発　参加費　内部生　

100 円　その他 300 円　2 月 1 日ミーティン

グ参加者は 100 円引　交通費・入場料は各自

4 日（日）　きょうと地域力アップおうえんフェ

ア出展　13 時から 17 時　

ゼスト御池にて活動展示・各種相談（無料）・も

のづくり品販売（200 円～）・タイルアート（600

円）またはコラージュ（300 円）の体験を行い

ます。KSCE はお休みです。

8 日（木）　集い場○学食 walk　2 月 9 日 MT

で決定　12 時集合　参加費内部生無料　その他

200 円　交通費・学食費用は各自　内部生以外

の参加者の居場所利用は 17 時迄

9 日（金）　アポロ活動　パレット河原町清掃活

動日　9 時半～ 10 時半　参加費無料

内部生以外の参加者の居場所利用は 12 時迄

15 日（木）　集い場○レクリエーション部　カラ

オケ　13 時半から終了時間は参加者で決定　

参加費 100 円　その他 300 円　ミーティング

参加者は 100 円引　カラオケ代や飲食は各自

16 日（金）　集い場○ものづくりかふぇ　

15 時～ 16 時半　参加費無料　作成物持ち帰り

希望者は実費必要　内部生以外の居場所利用は

17 時迄　申込不要

３月
（2 月 8 日

時点の予定）
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集い場○

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部ゴッ

ホ展に行こう
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4
きょうと地域力

アップ応援フェ

ア
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集い場○

学食 Walk

9
パレット清掃
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集い場○

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部カラ

オケ

16
集い場○

ものづくりかふぇ
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集い場○

健康体操教室

21
春分の日

集い場○

活字倶楽部
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25
集い場○

散策部
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年度末パーティ


