
「KSCE の活動」

こんにちは。今回はいつも寄稿してい
ただく高石先生がご多忙のため代表の
私が皆様のご協力をお願いすべく書か
せていただきます。

　当所の活動は不登校・ひきこもり（現
在・過去経験者）・学校中退・学校や
仕事に通いながらも通いづらさを感じ
ているような４０歳くらいまでの青少
年に対して、社会の中で生きていくた
めの勇気と自信を培うそのサポート活
動をしています。改めて活動内容をお
知らせし、皆様のご協力もお願いいた
します。

◎当所事務所に通える方には
○居場所開所・提供
　自宅・学校・会社など以外の一つの
居場所としてお使いください。
人と関わることからの気づきを得ると
いう目的でコミュニケーションツール
となるボードゲーム・カードゲーム・
特定日では麻雀・カルム・TV ゲーム

（一人用は除く）などで遊べたり寝た
り読書したり絵を描いたりなどが可能
です。その他使えるようなものがあれ
ばぜひご寄贈いただけると幸いです。

○イベントなどのフリースクール活動
　社会で生きていくために様々なもの
に触れていくという部分と人と関わる
ことの意味でフリマ・商店街清掃など
の社会活動から祇園祭・節分祭他行事
参加・クリスマス会・忘年会などのレ
クリエーションイベントまで実施して
います。

　現在はこの活動を総称して「歩プロ
ジェクト」と言っています。
この活動は当所の利用生でなくてもご
参加いただけます。興味のある方はお
問い合わせください。社会活動の中で
フリーマーケット出店も時々行ってい
ます。フリマに出店する際の雑貨・衣
類などの寄贈を募集しています。フリ
マの売り上げは当所の運営費に充当さ
せていただいております。

○学習サポート活動
　個別指導で基礎の練成・学びなおし・
高校受験・高校卒業程度認定試験受験・
大学受験まで様々にサポートしていま
す。基本の考えは社会の中で生きてい
くために本人が希望する進路などで必
要な学習を身につけるというものです。
やみくもにただ勉強しなければという
考えは無く原則として早い遅いという
考えも無く、本人が目的を持ったとき
に 勉 強 し よ う と い う こ と に 対 し て サ
ポートしていきます。そして全部をス
タッフから教えてもらうのでなく自分
でできることは調べたりして自主的に
進めることを中心に考えています。
この活動において学習教材・教科書・
赤本（高校・大学）の寄贈を募集して
います。

◎まだ通えない方（まだ人と関わりに
くい・精神状態的に外に出られない・
物理的に開所時間に通いにくい）には
○訪問活動（家庭教師・活動サポート・
訪問相談）
　スタッフがお伺いして学習サポート・
話し相手・遊び相手・お出かけサポート・
相談（保護者）を行います。
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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　



当所に来られているのは不登校・ひきこもり・学校中退・
社会人からの退社などの経験者で心理的に生きにくくなっ
ている方の心のエネルギーをためる場所であります。
その方に寄り添っていただけるボランティアスタッフを募
集しています。
同じ曜日に安定してこられるとありがたいですが
月 4 日以上活動していただけるとありがたいです。

（現在利用者は 12 歳～ 37 歳までおられます）

火曜日～土曜日　11 時～ 18 時が活動時間です。
半日などは可能です。
安定して活動いただけて利用者との関係性を構築して
いっていただける方、遊び相手話し相手イベント運営手伝
いなどです。
オプションで学習サポート活動もあります（希望者のみ・
学習は 18 時以降でも実施しています）
するかしないかも含めてその前の見学は歓迎です。
お気軽にお問合せください。

０７５－２１１－０７５０
ＱＲコードはＫＳＣＥホームページです。

ボランティアスタッフ急募！

経済的な部分で当所の条件に該当する方は
ご負担少なく訪問することが可能です。ま
ずはお問い合わせください。

◎どなたでも
○個別相談
　本人だけでなく・保護者・支援者の方で
も構いません。内容も当所が対応できそう
な部分は何でも相談を承っています。
当所でできなさそうなことの場合は他所の
紹介や調べることもできる部分でさせてい
ただきますので、抱え込まずにおっしゃっ
てください。
悩み相談・愚痴の話し相手にも対応してい
ます。相談内容は生活部分・対人関係・仕
事や学校のこと・進路のこと・悩んでいる
こと何でも構いません。来所相談（初回は
３０分５００円）・訪問相談（初回６０分
２，０００円＋交通費）・電話相談（登録制）・
LINE 相談（月額制）など行っています。

○歩プロジェクト参加
定期的に継続して行っている活動６種
▼学食 walk 大学の学食をめぐります
▼ものづくりかふぇ　毎月第３金曜日１５
時　手芸・コラージュ・アート活動などを
行っています。時折手作り市などに出店し

ます。
▼出かけよう　さまざまなところにお出か
けをします。博物館・ピクニック・観戦系・
見学系など。
▼体を動かそう　体を動かすことを目的と
します。公園で遊ぼう・ボウリング・スポッ
チャ・ハイキングなど。
▼ブレイン健康体操教室　簡単な運動と
ヒーリングを行っています。毎月第３火曜
日１３時半～
▼朝活　朝の時間を利用して様々なことを
しています。他の内容と兼用になることも
ああります。大文字山登山・朝カラオケ・
朝ボウリングなど。原則午前中で実施しま
す。

このような様々な活動をするに当たって広
報が必要ですが、広報のお手伝いをしてい
ただける方・チラシなどを置いていただけ
る方なども募集しています。

そして活動支援を経済的にご支援いただけ
る賛助会員・寄付会員も随時募集していま
す。人手としてサポートしていただけるボ
ランティアスタッフも募集しています。ど
うかよろしくお願いいたします。

（南山　勝宣）



イベント紹介・報告

☆７月５日金曜日
学食walk　龍谷大学深草

３月の学食では卒業式にかぶって近くの龍
大生の通う定食屋になっていましたので
リベンジということで今度こそ、で行って
きました。

☆７月７日日曜日　ゲーム会（ALKnet）
中京青少年活動センター中会議室

ARU さん・LPW さんと３団体合同（ALKnet
京都）でゲーム会を実施しました。
各団体の利用者さんたちの交流がどうなる
かなと少し心配でしたが盛況で楽しかった
です。３時間が足りないと感じるくらいで
した。また実施したいと思います。

☆７月１２日・８月９日金曜日　
パレット河原町清掃活動

祇園祭
７月１５日海の日　祇園祭前祭　宵山
７月１７日水曜日　祇園祭前祭　山鉾巡行
７月２３日火曜日　祇園祭後祭　宵山

７月２４日水曜日　祇園祭後祭　山鉾巡
行・花傘巡行
毎年恒例の祇園祭の見学でした。例年と
は違う山や鉾も見ました。

☆７月１６日火曜日・８月２０日火曜日
健康体操教室

（ブレイン体操教室に名称変更）
名称は変わりますが内容は変わらず少し
パワーアップして実施しています。
疲れたときは休みながらでも構いません。

☆７月１９日金曜日・８月２３日金曜日
ものづくりかふぇ

７月はタイルアート・８月は寄贈でいた
だいたキットを使ってリース作りを行い
ました。　

☆７月２０日土曜日　
朝活　大文字山登山

６月のハイキングで大文字山に行き、そこ
で気軽にいけることが分かりちょこちょ
こと運動目的ですることとなりました。



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。

2019 年 9 月 11 日発行　特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター

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２８日日曜日　出かけよう　
バーベキュー　京北森林公園

毎年実施しているレンタカーでのお出かけ
イベント、例年秋の実施を今年は夏で行い
ました。暑い中で食べる焼肉もおいしいも
のですね。ただ暑くて食べたあとはあまり
遊ぶことが気が乗らず、でした (^_^;)

☆８月３日土曜日　出かけよう　
京の七夕　鴨川納涼　鴨川河川敷

各都道府県の物産や出し物などでにぎわう
鴨川納涼に行きました。
おいしそうなものが多くて目移りしました。

☆８月１０日土曜日　
夏の食事会

夏野菜カレー・そうめんなどの料理をし、
皆さんで食べ楽しい食事会となりました。
参加者の方の食欲すばらしかったです。

☆８月１６日金曜日
五山送り火　鴨川河川敷

京の夏の風物詩、です。今年もまったり
しながら３０分送り火を見ました。
前日まで台風でしたので鴨川は流れがす
ごかったですが無事行われました。ただ
少し人出は少なかったかもしれません。

☆８月１７日・１８日
休業日居場所開所

通常運営はまだ夏期休業中でしたが居場
所としてこの２日間開所しました。
TV ゲームをしたりカードゲームをしたり
楽しいひと時でした。

☆８月３０日
歩プロジェクト　ミーティング

９月から１１月にかけて行う歩プロジェ
クトのしたいことなどを利用者と共に話
し合いました。希望の中からいろいろと
実施していきたいと思います。

レク日　７月６日１２日２６日、
８月３日１０日３０日
音の出るものもできる居場所提供日がレ
ク日になります。TV ゲーム・カルム・麻
雀などが対象です。カードゲーム・ボー
ドゲーム類はいつでも可能です。


