
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

２０２０年１月号　　№１８

「育成系社会性学習」
「ひきこもり社会参加支援事業」の案内

特定非営利活動法人京都教育サポートセン
ターは不登校・ひきこもり・学校中退などの
生きにくさを感じている方への心のエネル
ギー補給・進路へ向けたサポート活動を行っ
ています。

その中で学習状態が進みにくい方に向けて社
会で必要なスキルを身につけるための

「育成社会性学習」サポートを行っています。
小学生以上が対象で

お金の計算（買い物・おつりなど）
ことばの学習（語彙力）
時間の読み方・計算
数字の数え方・四則計算・筆算
漢字の読み書き・作文
滑舌
コミュニケーション練習（話の受け答え・あ
いさつ）
電話・メール等の練習
などなど社会生活に必要なスキルをご本人の
状態と課題を随時ご家族と相談しながらカリ
キュラムを作成し、身につけていくことのサ
ポートをいたします。

１回６０分（実施と振り返り時間を含めます）
での実施です。まずは見学と相談
→体験（１回１８００円税抜・２回まで）
→登録（初期費用１８，０００円税抜）
→実施（１回４，０００円税抜・実施回数分
を後請求方式）になります。

次に京都府の補助金を受けて
現在ひきこもり状態（家族以外とプライベー
トの関わりの無い状態が概ね６ヶ月以上続い
ている方）にある方に対して経済的負担を軽
減して社会へ向けた一歩を踏み出していただ
くための「ひきこもり社会参加支援事業」を
行っています。

○家庭訪問・家庭教師（事業担当スタッフの
派遣・年度内１０回まで）を無料で行います。
○指定月曜日１５時～１９時・木曜日１１時
～１８時の居場所利用が無料でできます。
○レク日・日曜居場所などの居場所利用が内
部生料金（５００円）で利用可能です。
○事業担当スタッフによる相談が無料ででき
ます。（本人・保護者）

この事業の対象者
○公的相談機関・京都府ひきこもり支援ネッ
トワーク連絡会議参加団体からの紹介
○事前の保護者相談・相聞相談で当所が対象
者と認める方
いずれか該当すればご利用可能です。



最初に事前相談として保護者様と来所相
談または訪問相談を実施します。
そこで事業対象となれば訪問・利用など
の登録手続きを行い、サポート活動を行っ
てまいります。

対象外
当所利用者・利用終了後１年未満の方・
事前保護者面談が出来ない方・当所と保
護者の連絡が取れない方・連絡先などの
情報登録が不可能な方

２０１９年３月までの事業です。２０２０
年度も継続を予定していますが補助と運営
の状況によって実施内容が変更になること
があります。

周りでひきこもり状態の方がおられたら、
ご紹介ください。
経済的負担少なく、社会へ向けたきっかけ
にしていただきたいと思います。
詳細は当所までお気軽にお問い合わせ下さ
い。 （南山　勝宣）

京都教育サポートセンター・個別教育予備校 MES は
年末年始を下記のとおりお休みにいたします。

〇　京都教育サポートセンター
２０１９年１２月２９日日曜日～２０２０年１月６日月曜日
〇　個別教育予備校 MES
２０１９年１２月２９日日曜日～２０２０年１月５日日曜日

※休業期間中は通常の電話などの応対はいたしません。
※期間中の必要な連絡は南山携帯電話・ＳＮＳ・メールでお願いいたします。

（取れない場合や返信が遅くなることがあります。ご了承ください。）
※休業期間中の面談相談・電話相談について
→面談相談は１月５日のみ実施します。
１２月２９日～１月４日までは実施いたしません。
→電話相談は対応スタッフが可能な場合のみ実施します。
注）どちらも１２月２８日１８時までの申込受付とし、原則休業期間中の受付はいたしま
せん。
注）どちらも休業日料金になります。

※１月５日の初詣における参加表明は事務所電話は１２月２８日まで。
代表ＳＮＳ・メールなどは１月４日まで可能です。
※１月７日火曜日の面談予約は本来１２月２８日１８時までですが
１月６日１８時までが予約Ａといたします。

年末年始休業のお知らせ

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。



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

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。
KSCE 内部生・MES 生無料　
利用生 1,000 円　
ALKnet 利用者 500 円
その他 1,500 円

実施日は４ページカレンダー
参照。

ものづくりかふぇ・健康体操教室以外のイベントは原則
前運営日１８時が申し込み締め切りです。

また２人以上の参加申込がない場合は実施しません。
（参加申込が２人以上あったが、当日キャンセルが出て

減った場合は原則実施します）
実施確定となった場合は、一部のイベントは当日参加も
可能とします。

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。

◎「歩（あゆむ）プロジェクト」は定期的なサークル的活動と社会活動・レクリエーショ
ンイベントなど行いながら人と関わる・心のエネルギーをためるためのフリースクール活
動です。様々なことを実施しています。よかったらまずは見学にお越しくださいね。
歩プロジェクトは当所の利用生の有無を問わずどなたでも参加可能です。
KSCE のルールはお互いの尊重です。

当所事業所長南山が対応いたします、各種相談は
随時受け付けています。生活相談・心理面相談・
進路相談・学習相談など対応いたします。
本人だけでなく、保護者等支援者のサポートも
行っています。抱え込まずに良かったらお気軽に
お申し出ください。メール相談はＰＣメール

（状況により所長携帯）での対応ＬＩＮＥ相談は
申込者に専用ＬＩＮＥＩＤをお知らせいたします。

（メール・ＬＩＮＥ相談は内部生・利用生は除く）

電話相談　要予約
面談相談　要予約
メール・ＬＩＮＥ相談

料金はお問い合わせください。
電話：０７５－２１１－０７５０
mail：syomu@ksce.jpn.org

◎　面談相談・電話相談・ＬＩＮＥ相談・メール相談　受け付けています。



日 月 火 水 木 金 土

1
元日

年末年始休業

2
年末年始休業

3
年末年始休業

4
年末年始休業

5
日曜居場所

初詣

6
MES 年始再開

FS 休み

7
KSCE 年始再開

8 9 レク日 10
パレット清掃

レク日 11
十日戎

12
日曜居場所

無料相談会

13
成人の日

休業日

14 15 16 17
ものづくりかふぇ

18
出かけよう

LPW 文化祭参加

19
出かけよう

一乗寺散策

20
FS 休み

21
ブレイン体操教

室

22 23 24
学食 Walk

レク日 25
出かけよう

天体観測

26
お休み

27
FS 休み

28 29 30 31

２０２０年１月

Copyright　Kyoto Supporting 
Center of Education(KSCE)

歩プロジェクトは、京都市による平成３1
年度 NPO 等民間団体の子ども若者支援促
進事業で採択されました。

12 月 2 日時点の予定

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。）
連携団体 (ARU、LPW) さんのイベ
ントも参加可能です。時間など詳
細はＡＲＵさん、ＬＰＷさんに直
接でも当所に問い合わせられても
可能です。 
参加者区分　
内－内部生　利－利用生
A － ARU 関係者　L － LPW 関係者
M － MES 生　他ーその他
参加費用は内利 M は後請求　
AL 他は当日 

◎ ARU さん
興味のある方・参加申込は ARU さんまで。
〇１月 7 日 ( 月 ) 　お菓子作り 
〇１月 8 日・15 日・22 日 ( 水 )　ゲーム
〇１月 9 日 ( 木 ) と 31 日 ( 金 )　マージャン
〇１月 16 日 ( 木 )　太極拳
〇１月 20 日 ( 月 )　折紙

◎ LPW さん
興味のある方・参加申込は LPW さんまで。
〇 1 月 17 日金曜日　１４時～１５時半
歌声喫茶
〇 1 月 18 日土曜日　１０時半～１６時
LPW 文化祭　高野教会

◎ KSCE　２０１９年
☆１２月２８日土曜日　年内最終日　
延長開所　１９時まで。
☆１２月２９日日曜日　大清掃　１０時～　
きりがつくまで。お手伝いいただける方は１４
時までにご参加ください。
☆ １ ２ 月 ２ ９ 日 日 曜 日　 忘 年 会　 １ ８ 時 ～
２２時　１６歳以上。１５歳以下は保護者も
参加で可能。食事・お菓子・飲み物あります。
お酒つまみは有志持ち寄り。当然２０歳未満飲
酒できません。スタッフもお酒を飲む人がいま
す。通常のサポート的なことは無く、人と人の
交流のイメージでお越しください。
参加費　内・Ｍ・Ａ・Ｌ　８００円　利・他
１２００円　大清掃参加者は２００円引
※１２月２９日は居場所利用はできません。休
業日です。イベント参加者のみです。

年末年始休業　１２月２９日～２０２０年１
月６日（個別教育予備校 MES は５日まで）

◎ KSCE　２０２０年
☆１月５日日曜日　（歩）初詣　１１時早川ビ
ル下集合　上賀茂神社予定　参加表明　１２
月２８日土曜日まで。代表直接は１月４日１８
時まで。
☆１月５日日曜日　日曜居場所　初詣から帰
着後１９時まで　内・Ｍ・Ａ・Ｌ　無料　
利 1,000 円　他 1,500 円　※　初詣参加しない
方はお越しの前に電話や代表メール・ＳＮＳ等
で確認ください。
☆１月６日月曜日　個別教育予備校 MES　
年始再開
☆１月７日火曜日　京都教育サポートセン
ター　年始再開
☆１月１０日金曜日（歩）パレット河原町清掃
活動参加　９時半～１０時半　参加費無料
☆１月１１日土曜日（歩）十日戎　１８時事務
所集合　参加費無料　終了後は現地解散です。
☆１月１２日日曜日　日曜居場所　
１２時半～１８時半
☆１月１２日日曜日　無料相談会　担当　南
山　受付１３時～１７時　１件３０分まで
※保護者全般・当所利用経験がない方または当
所利用が１年以上ない方本人が対象です。
☆１月１３日月曜日・成人の日　休業日（個別

教育予備校 MES も休業・授業は振替
予定）
☆１月１７日金曜日（歩）ものづくり
かふぇ　１５時～１６時半　参加費
無料
作成物は実費負担で持ち帰ることが
可能です。
☆１月１８日土曜日（歩）出かけよう
　ＬＰＷ主催　ＬＰＷ文化祭参加　
高野教会　１１時事務所集合　参加
費無料　向こうでゲーム会など参加
予定です。２名以上。
☆１月１９日日曜日（歩）出かけよう
　一乗寺散策　参加費無料　別途交
通費飲食など必要
詩仙堂　他　を予定しています。２名
以上。
☆１月２１日火曜日（歩）ブレイン体
操教室　１３時半～１５時　参加費
無料
☆１月２４日金曜日（歩）学食 walk 
１１時事務所集合　行き先未定　２
名以上
☆１月２５日土曜日（歩）出かけよう
天体観測（予定）京都産業大学　１６
時３０分出発　参加費　内・Ｍ・Ａ・
Ｌ　無料　利２００円　他３００円
交通費別途必要　２名以上。
※終了後は現地解散となります。曇
天・雨天で中止とします。
☆２月１日土曜日　豆まき・恵方巻　
１７時～１８時　参加費　内・Ｍ・Ａ・
Ｌ１００円　利・他２００円
☆２月２日日曜日（歩）出かけよう　
節分祭吉田神社　１１時事務所集合

★レク日
１月　１０日金曜日（１７時まで）・
１１日土曜日（１７時半まで）・
２５日土曜日（１６時まで）
２月１日土曜日（１６時３０分まで）


