
小学生～４０歳くらい対象　不登校・ひきこもり・学校中退などの状態にある若者
または学校や社会人生活に生きにくさを感じている方への総合サポート活動
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「絶対的平等・相対的平等・不平等」

これって皆さんどうお考えになりますか？

絶対的平等は全員に与えられるものと考えま
す。
憲法や法律で決められている権利や消費税な
んかはこの分野になるんじゃないかと思いま
す。

相対的平等は各々の状況に合わせて対応をし
て同じような状況を目指していくというよう
なものだと考えます。
スポーツやゲームにおけるハンデというもの
やさっきの消費税に対しては所得税はこちら
になるのかなと思います。

上記の例は分かりやすいものだとは思います
けど世の中での多くは・・・・この相対的平
等が多いかと思います。
そしてこの相対的平等は目に見えにくいもの
が多いです。

それは結局・・・・基本人間不平等だからです。
大きいところでは身体障害・精神的障害・発
達障害などの先天性なものから、後天的には
不遇な事故・事件による身体や精神障害など

がそうです。そして経済的にも生まれた国の
治安でも全く同じなんて事は一つもありませ
ん。人の感情でも平等なんて事は基本的に無
く、好き嫌いの順列も個別に存在するのは当
たり前です。

その不平等の最低限のところを底上げしてい
こうというのが支援であり相対的平等の目的
とするところだと思います。

私が京都教育サポートセンターで行っている
支援もその不平等要素に当たって生きにくさ
を感じている方へのサポートと思っています。
各利用生ごとの状況や境遇なども当然同じで
はないです。
なのでその方に合った（本人の希望も含めて）
どのような支援をしていくかを考えながらサ
ポートをしていき、最終的には当所を出て社
会で生きていけるようになっていただきたい
と願うばかりです。

そして結論としては、本当の平等になること
は無いんです。
不平等の中でも元気に生き生きと努力もしな
がら日々少しでも本人の納得のいく生活をで
きていくことを私の考えるサポートの中心だ
と思います。

時間はかかる場合もありますが。継続してい
きたいと思います。



利用生の有無を問わず参加
いただけます。

　「歩（あゆむ）プロジェクト」は京都市による平成３０年度 NPO 等民間団体の子ども若者
支援促進事業の助成を受けて実施しています。昨年度まで実施していたフリースクール活動

「アポロ事業」（単発のイベント・他団体イベント参加・社会活動・飲食系統レクリエーショ
ンなど）と「集い場○事業」（定期的実施するサークル的活動）を統合し、気分一新新しい名
称で２０１８年４月からフリースクール活動を行っています。現在行っている活動は下記の
通りです。
　●継続実施活動（旧集い場○）
　定期的に実施するサークル的なものになります。いくつかの活動は事前にミーティング実
施日で行き先や内容を決めることを行っています。（決まらないときはスタッフが案の中から
ピックアップして実施設定をします）ミーティング参加者は実施日の参加費が割引になりま
す。現在の定期実施は５つです。希望などにより増加させることは可能です。
◎ 健康体操教室　（原則毎月第３水曜日　１４時半～１５時半）
簡単な運動・ストレッチ・マッサージ・ヒーリングなどを行って腸から健康になろうという
ものです。参加費無料。内部生・利用生以外は前日までの参加申込が必要です。
◎ ものづくりかふぇ　（原則第３金曜日　１５時～１６時半）
羊毛フェルト・タイルアート・コラージュ・ビーズアクセ他手芸を中心とした創作活動の日
です。参加費無料。作ったものを持ち帰り希望の場合は実費が必要です。内部生・利用生以
外は前日までの参加申込が必要です。

◎ 学食 walk　ミーティング日と実行日が有ります。不定期実施です。
大学の学食をめぐって（会社などの社食なども有り）その大学の雰囲気を感じてみようとい
うものです。
◎ 出かけよう（仮・名称募集中）ミーティング日と実行日があります。不定期実施です。
とりあえずいろんなところに出かけよう、です。例：動物園・美術館・寺社めぐり etc
◎ 体を動かそう ( 仮・名称募集中 )　ミーティング日と実行日があります。不定期実施です。
散歩・散策・運動・スポーツなどで体を動かそう、というものです。例：ボウリング・外で
遊ぶ etc
※「学食」「出かけよう」「体を動かそう」共通　参加費　ミーティングは無料　実行日　内
部生１００円　利用生３００円　その他５００円（ミーティング参加した方は対象とした実
行日の参加費が１００円引きです）また各活動にかかる経費は各自です。前運営日１８時ま
でに参加申込が必要です。参加申込２人以上で実行します。
　●その他活動（旧アポロ活動）
　単発のイベント・他団体主催イベントへの参加・社会活動などがこちらになります。（例：
パレット河原町清掃活動・フリーマーケット参加・クリスマス会・祇園祭・ハロウィンパーティ・
食事会・節分祭・初詣他）
　こちらの活動は、イベント毎に設定が変わります。
活動の詳細や案内はこの機関紙・事務所内掲示・KSCE のブログ・フェイスブックペー
ジ・twitter（KSCEleader）・代表 SNS などで告知いたしますのでご確認ください。
※ 歩プロジェクト参加者は、参加日の居場所利用が可能です。（活動前後１時間まで。以
後は利用料が発生。施設終了が早い場合は終了時刻。内部生は運営時間内自由利用できます）



満２０歳以上４０代まで
概ね月４回以上安定参加

当所の活動をお手伝いいただけるボランティアを募集しています
希望：週１日以上（できれば同じ曜日がありがたいですが、不定になる方は月４日以上）活
動が概ね可能な方。
活動内容：フリースペースでの話し相手や遊び相手（利用者は小学生～３０代まで在籍して
います）・可能な範囲での事務作業・イベント実施時のお手伝いなど。（ブログや機関紙コラ
ムなどもお願いすることがあります）
時間：火曜日～土曜日の中の１０時半～１８時半の中　（通常運営は火曜日～土曜日１１時
から１８時）
長い目の時間がありがたいです。（短いと利用生との関係性ができにくくなります）
※まずは見学にお越しいただき、詳細を説明させていただいた上でやってみようと思うかど
うかをご検討いただきます

レクリエーション日について
通 常 の フ リ ー ス ペ ー ス と 違
い、TV ゲーム・カルム・麻雀
などの他者への影響が出そう
なものもできる日です。また
この日はどなたでも参加可能
です。
内部生－無料・申込不要
利用生－ 500 円・申込不要
その他－ 700 円・申込必要
実施日は４ページカレンダー
参照。

当所の参加者区分について
「内部生」前納型フリースペース利用・前納型学習サポー

ト受講者
「利用生」内部生以外の施設利用登録者（利用終了者は

除く）
「スタッフ」当所ボランティア登録スタッフ（在籍登録中）
「保護者」内部生・利用生の保護者
「その他」上記以外の方

活動の告知は機関紙・事務所掲示以外に　ブログ
http://ksce.jpn.org/?page_id=1234 /
フェイスブックページ
https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo/
twitter ID ＝ KSCEleader
代表 SNS（LINE・twitter・facebook 他）問合せください。

ご意見・ご要望・ご感想は　特定非営利活動法人　京都教育サポートセンター　まで
〒６０４－８００５　京都市中京区恵比須町４３９早川ビル６階　HP：http://ksce.jpn.org/
電話　０７５－２１１－０７５０　FAX　０７５－２１１－０７５０　mail : syomu@ksce.jpn.
org

ゆっ歩　第２号でした。少しずつ浸透とコンテンツ
の充実を目指していきます。要望などいろいろなご
意見お待ちしています。
暑いです。熱中症など皆様お気をつけて。



日 月 火 水 木 金 土

1
レク日

2
お休み

3
FS 休み

4 5 6
レク日

7 8

9
お休み

10
FS 休み

11 12 13
体を動かそう・学

食 Walk・出かけ

よう合同ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

14
「歩」パレット清掃

15
レク日

16
お休み

17
敬老の日

FS 休み

18 19
「歩」健康体操教

室

20
レク日

21
「歩」ものづくり

かふぇ

22
「歩」体を動かそ

う

23/30
２３日岡崎フリ

マ　３０日出か

けよう

24
秋分の日振替休

日

FS 休み

25 26 27
レク日

28 29
FS 休み

２０１８年９月

カレンダー中の表記について
「KSCE」京都教育サポートセ

ンター
「MES」個別教育予備校 MES
「お休み」KSCE・MES 共休業

です
「歩」歩プロジェクト活動
「FS 休み」居場所利用がお休

み（学習・家庭教師などは実
施しています）

（歩）と書かれたものは原則
どなたでも参加可能です。（参
加費等が異なります。）

出かけるイベントの交通費な
らびに出かけた先での経費な
どは各自負担です。

歩プロジェクトは、京都市による平成３０
年度 NPO 等民間団体の子ども若者支援促
進事業の助成を受けて実施しています。
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２０１８年９月

スケジュール

☆レク日

８月６日現在の予定

☆９月１３日木曜日「歩」
体を動かそう・学食 walk・出
かけよう
合同ミーティング　１４時～　
参加費無料

（内部生以外の参加者は１６時
までの居場所利用可能）

☆９月１４日金曜日「歩」
社会活動－パレット河原町清掃
活動
９時半～１０時半　参加費無料
　前日１８時申込締切

☆９月１９日水曜日「歩」
定期－健康体操教室
１４時半～１５時半　参加費無
料

☆９月２１日金曜日「歩」
定期－ものづくりかふぇ
１５時～　参加費無料　作成物
は持ち帰り希望者実費必要

☆９月２２日土曜日「歩」
定期－体を動かそう　詳細未定

☆９月２３日日曜日「歩」
社会活動－岡崎フリマ（予
定）

☆９月２９日土曜日　
FS 休　授業のみ実施

☆９月３０日日曜日「歩」
定期－出かけよう　行き
先未定

参加費　内部生無料　
利用生　５００円　
その他７００円

９月
１日土曜日
６日木曜日
１５日土曜日
２０日木曜日
２７日木曜日


