
「２０１８年度からの京都教育サ
ポートセンター」

※「アポロ」「集い場○」から「歩」
（あゆむ）プロジェクトへ

　２０１８年度の運営に入り、はや３ヶ
月が過ぎました。
今年度からフリースクール活動であっ
た「アポロ」と「集い場○」の２つを
統合して新名称に変更いたしました。
その名も「歩」（あゆむ）プロジェクト。
前名称の「アポロ」も月面に一歩踏み出
した人類のことから一歩踏み出そうと
いう意味合いでしたが、今回もやはり
皆さんそれぞれの自分の人生を自分の
足で進めてほしいという所でこの「歩」
プロジェクトという名称になりました。

　これをきっかけにして定期的実施活
動（旧集い場○）の内容も再編し、
現在６つの活動を行っています。

〇　健康体操教室　原則毎月第３水曜
１４時半～１５時半
〇　ものづくりかふぇ　原則毎月第３
金曜日１５時～１６時半
〇　社会活動しよう（名称仮）　毎月第
２金曜日９時半～１０時のパレット河
原町清掃活動やリユース活動としての
フリマ参加・オークション活動（予定）
☆　学食 walk　大学等の学食をめぐっ
てそこの雰囲気なども感じてこよう、
というもの
☆　出かけよう（名称仮）　「散策部」
と「レクリエーション部 B と C」が統合
☆　体を動かそう（名称仮）　いろいろ
体を動かすことをしよう

☆の活動は実行日とは別にミーティン
グを実施して意見を出して
何をするかなどを決めることをします。

　また旧アポロ活動（単発イベント活
動）も毎年行っているものから
新たな企画なども考えて年間を通して
実施していきます。

　この「歩」プロジェクトは４０歳く
らいまでの方とスタッフ・関係者の方
はどなたでもご参加いただけます。（初
回アンケート記入・毎回参加費とイベ
ント後の場所利用ルールがあります）
お気軽にご参加ください。　

※居場所利用が少し変更になりま
した。

　居場所利用としての活動の中に「レ
ク日」というものを設定いたしました。
月に４日ほど設定し、TV ゲームやカル
ム・麻雀などの音が大きいものも含め
ていろいろ遊ぶことが出来る日にいた
しました。（内部生以外は参加利用料が
かかります）レク日は４０歳くらいま
での方はどなたでも参加可能です。

　対して、レク日以外のフリースペー
ス開所日はボードゲーム・カードゲー
ムは可能、後は話をしたり、作業をし
たりのんびりしたりする場所として運
営いたします。（通常フリースペース開
所日は内部生・利用生のみになります）

※フリースペース開所日を少し流
動的にいたします

不定期日曜日にフリースペース開所を
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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　



予定
併せて火曜日から土曜日の中で不定期にフリースペースをお休みし
面談・訪問・授業専用日を設けます。
詳細はカレンダー（今後 HP や事務所掲示・機関紙にて告知）を参照ください。

※相談活動を強化いたします

　有料ではありますがまだ通えない状態の方やその保護者このような分野での活
動をしておられる方の各種相談を訪問面談・来所面談・電話相談にて実施いたし
ます。火曜日から土曜日の通常開所時間のみならず、可能な範囲で様々な時間で
の対応をいたします。原則として予約制になります。

　それぞれの活動に関して詳細や不明な点はお問い合わせまたは詳細資料をご覧

新機関紙発行遅延のお詫びと機関紙送付業務遅延のお詫び

（南山　勝宣）

　前回お知らせしていました、新機関紙「ゆっ歩」の発行が当所メイン PC の故障
の影響で作業が遅延しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
少しでも早く発行に至るよういたします。それまでこの「KSCE 通信」が以前同様
の機関紙として作成していきます。

　そして、４月から機関紙送付依頼業者の制度変更により機関紙の送付が滞って
おり、PC 添付型は PC の故障による影響で皆様にはご心配とご迷惑をおかけして
おります。

　７月上旬に送付できていないものをまとめて送付できるよう調整しております。
ご了承ください。

※　緊急「パソコンに関わるパーツなどの寄贈募集」

当所の運営において、パソコンが大きな業務に関しての中心であり、デスクトッ
プパソコン１台がメインとして行っておりましたが、それが不調によりパーツ交
換（自作系ですので個人的にパーツを変更中）をしております。これを受けて皆
様の中で「拡張カード」「メモリ」「マザーボード」「CPU」「冷却ファン」「モニター」

「キーボード」「マウス」「PC ケース」等寄贈してもいいという方おられましたら
幸いです。

syomu@ksce.jpn.org　０７５－２１１－０７５０までお願いいたします。

※　従前どおり各種リユース可能なものの寄贈は随時受け付けています。

「食器・陶器」「雑貨」「書籍」「学習参考書」「問題集」「教科書」「赤本」「ボードゲーム」
「レトロビデオゲーム」「カードゲーム」「衣類」「文具」「事務用品」などよろしけ

ればご寄贈いただけると幸いです。（送料もお願いしております。ご了承ください。）
学習系統は当所の学習サポート活動で利用・その他はリユース活動社会活動とし
てフリマ系統に出店し売り上げは運営費に充当させていただきます。

〇「家具」「事務機器」などの中での大きなものは当所に受け入れ可否をご確認く
ださい。
〇送付前に一度ご連絡下さい。
〇生鮮品などはご遠慮ください。



編集後記

現在パソコンの故障と機関紙等の送付体制の変更につき
様々に遅延が生じており大変申し訳ございません。
重ねてお詫び申し上げます。

梅雨時期です。衛生管理と体調管理を
皆様お気をつけくださいね。

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）

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

７月１４日土曜日～９月１日土曜日までの居場所利用

対象の方
○内部生以外
○小学生・中学生・高校生（通信含・大学生や社会人他は通常の各月の利用扱いです）
○利用料　１２，９６０円（新規の方は登録料４，３２０円別途）
○期間中の個別指導学習サポートも受け付けています。補習的にも学力強化のため
にも（おうちみたいな場所でのんびりもして、メリハリをつけながら）ご利用くだ
さい。
学習サポート　８０分１回３，２４０円　６０分１回２，７００円

詳細は別紙案内がありますので、お申し出ください。
またはお問い合わせください。

「夏休み利用」のお知らせ

（南山　勝宣）



２０１8 年 7 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 6 月 7 日発行　特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター

２４日（火）　「歩」山鉾巡行・花笠巡行見学　９時半～
１３時くらい　参加費無料
両日共通 KSCE からの見学になります。内部生は１１時
以降は通常利用で見れます。
それ以外は申し込みください。

２６日 ( 木 )　「歩」ミーティング　１４時～１５時　出
かけよう・体動かそう・学食のミーティングを合同実施
いたします。
参加費無料　参加者は１７時迄の居場所利用が可能で
す。また実施回の参加費が１００円引きになります。

２８日（土）　「歩」夏の食事会　１７時半～２１時半（こ
の日 FS は 17 時半まで）カレーなどを予定　参加費内
部生７００円　その他１０００円　お酒（当然２０歳以
上のみ）おつまみは有志持ち寄り
※参加申し込み者が３人以上で実施。

１６日（月）　お休み（個別教育予備校 MES もお休み）
日曜日　お休み
月曜日　個別教育予備校 MES と授業のみ実施日（FS 休）

注）
「内部生」・・・前納型居場所利用・学習サポート利用
「利用生」・・・施設利用登録をされている内部生以外
「その他」・・・上記以外の方

※どのイベントも参加申し込みは前運営日１８
時までとします。

「健康体操教室」「ものづくりかふぇ」以外は申
し込みが２人以上いないものは中止とします。
居場所利用時間について内部生は通常通り可能
です。

１４日 ( 土 )　「歩」祇園祭前祭宵宵宵山　
１８時出発２１時までに解散

１７日（火）　「歩」祇園祭前祭山鉾巡行見学　
９時半～１３時くらい　参加費無料

１８日 ( 水 )　「歩」健康体操教室　１４時半～
１５時半　参加費無料　参加者は 13 時半～ 17
時までの居場所利用が可能です。
参加申し込み不要です。

２０日 ( 金 )　「歩」ものづくりかふぇ
参加費無料　13 時半～ 17 時半までの居場所利
用どなたでも可能　作成物は希望者実費必要で
す。利用生以外は申込必要。

２１日 ( 土 )　「歩」祇園祭後祭宵宵宵山　１８
時出発２１時までに解散
参加費　内部生１００円　その他３００円

7 月

日 月 火 水 木 金 土

1
お休み

2
FS 休み

3 4 5
レク日

6 7

8
お休み

9
FS 休み

10 11 12 13 14
レク日

祇園祭前祭宵宵

宵山

15
お休み

16
海の日

お休み

17
祇園祭前祭山鉾

巡行

18
健康体操教室

19 20
ものづくりかふぇ

21
レク日

祇園祭後祭宵宵

宵山

22
お休み

23
FS 休み

24
山鉾巡行・花笠巡

行

25 26
レク日

「歩」ミーティン

グ

27 28
夏の食事会

29
お休み

30
FS 休み

31 ※レク日利用料
内部生　無料
利用生　500 円
その他　700 円


