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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

２０１７年３月号

「長所について」
こんにちは！！スタッフの石田です。

　自分は今年で大学を卒業（予定）す
ることになりＫＳＣＥのスタッフとし
て在籍させていただけるのも残り１か
月となり、もうすでにとても寂しい気
持ちになっています。
最後に原稿書かせて頂くことなったの
で、自分が思う人の長所について書い
ていこうと思います。

　小学生のころ学校の授業で先生が
「自分の長所を探しましょう、もし見

つければ自分のことが好きになれます
よ」と言いました。
しかし、自分は自分の短所ばかりを見
つけて長所を一つも見つけることがで
きませんでした。

　周りには様々な長所を持っている人
たちがいましたが、自分には何もあり
ませんでした。
そして、長所のない自分がとても駄目
なやつな気がして、「長所がなければ
だめなんだ」と思ってしまっていまし
た。

　最近になって、自分の将来を考える
ようになり、「自分の長所は何だろう、
自分には何ができるだろう」と考える
ようになりましたが、やはり自分の長
所は見つかりませんでした。

　ですが、やろうと思うことは見つけ
ることがました。その時に生きていく
うえで一番大事なことは長所があるか
短所がないかではなく

「やろうと思えることをやれることな
のかな」と思えるようなりました。

　２２歳になって長所は一つの価値な
ので、長所がなくてもそれ以外に何か
価値を見いだせればいいと思えるよう
になったので小学生の時よりは大人に
なれたと思えたのでなんかよかったで
す。（笑） （石田　喜一）

「新たな環境」

こんにちは。1 年数ヶ月スタッフとして関
わらしていただいている森本です。
まだまだ寒い日が続いていますが、もうす
ぐ春が訪れます。春は出会いもあり、別れ
もあり、嬉しい反面、少し寂しい季節でも
あるなと感じています。

　私は 4 月から新しい環境に身を置くこと
になるのですが、わくわくする部分もあり、
不安だな緊張するなと感じる部分もありま
す。新しいところでちゃんと生活していけ
るのか、新しく出会う人とうまくやってい
けるのか、勉強についていけるのかなど考
えることは多いです。

　進学や就職、バイト、習い事などで新た
な環境に行くとき、このように思う人は私
だけではなく、ある程度の人は感じたこと
のある感情なのではないかと思っていま
す。自分だけではなく誰でも感じるものな
んだと認識することで、少し安心感が生ま
れます。そう思うことで、不安だし緊張も
するけど、皆も同じ気持ちだろうから、よ
し！頑張ろう！と自分を奮い立たせること
が出来、不安や緊張をある程度軽減するこ
とが可能なのではないかと思っています。

　そのような気持ちをもって新たな環境に
行ってもつまずくこともあるかと思います
が、つまずくことも誰しもきっと経験して
いくことであると思います。そんな時は、
無理をせず一度立ち止まることで、新たな
気づきが生まれるかもしれません。そう思
うことで少し前向きに物事に向かえること
が出来るのではないかと思います。

　これから先、新たな環境に出ることに不
安を覚えることは、私自身まだまだたくさ
んあると思いますが、同じ思いの人は必ず
いると思って 1 つ 1 つクリアしていきま
す。そうすればきっと良い出会いや経験が
得られると思っています。

（森本　彩可）



きょうと地域力アップおうえんフェア

○３月１２日きょうと地域力アップおうえんフェアのお知らせ

３月１２日にゼスト御池で主催京都市　協力ゼスト御池　後援　京都新聞　ＦＭ京都
で京都にある市民団体などが集まって活動をアピールするイベント

「きょうと地域力アップおうえんフェア」が開催されます。
全部で２２の民間団体といくつか公的機関がブース出展して活動をアピールしていま
す。またステージではαステーションのＤＪの方のトークだったりキッサコのライブ
があったりします。
　京都教育サポートセンターは活動の展示とものづくりかふぇで作成したアクセサ
リーなどの販売タイルアートのワークショップ（６００円・作品はお持ち帰りいただ
きます）を実施いたします。また、不登校・ひきこもり・学校中退などのＫＳＣ E の
活動に関係する相談受付も行います。ぜひ遊びに来てくださいね。
そして、この日を手伝っていただける方も募集しています。

○２０１７年４月からの活動について
２０１７年４月より２０１７年度の活動になるにあたって活動内容・費用体系を
一部リニューアルして一層いろいろと活動していくとともに利用目的にあわせた
ものにしていこうと思います。
詳細は次月以降チラシなどで告知いたします。



ものづくりかふぇ

☆１月２０日

バレンタインあたりをテーマにフェルトでいろいろ作りました。
３月１８日１９日京都アートフリマ併設でウイングス京都にてユースフリマが
実施されますので参加予定です。（抽選漏れなどの場合は参加しません）
ぜひ遊びに来てくださいね。

活字俱楽部

１月の活字倶楽部は残念ながら実施できませんでした。やりたかった…
３月は年度納めということで、今年度の活動を振り返りながら、やってみたいこ
となどをおしゃべりできたらと思っています。これまで参加されたかたはもちろ
ん、参加されていない方々も、ぜひいらしてくださいね。
３月は１５日に活動予定です。お待ちしています。

イベント紹介・報告

☆１月４日
初詣八坂神社

２０１７年の最初はやはり初詣ということで歩いて２０分ほどの八坂神社へ初詣に行
きました。おみくじをひいたり露店でいろいろ食べたりと楽しみました。



☆１月９日
ＬＰＷさん主催餅つきに参加

高野教会にて実施されました、餅つき
に参加させていただきました。
杵を持って餅をつくということはなか
なかうちの利用生たちは経験がなかっ
たでしょうからいい経験になったと思
います。

☆１月１１日
十日戎に行こう

毎年恒例の京都ゑびす神社に商売繁盛
などの祈願に行きました。フリース
クールが繁盛することは社会的には難
しいところですが現代の様々な選択肢
の中で必要とされる方がいるなら活動
をしてたくさんの方々に利用していた
だけるようにしていきたいと思いま
す。

☆１月１４日
麻雀部

参加してくれた子が少しずつ役を覚えて
きてくれておりうれしい限りです。
次回２０１６年度最終回３月１８日実施
です。

☆１月１９日
健康体操教室

今月も小川先生をお迎えして、簡単な運
動とヒーリング棒などを使用しての腸を
健康するヒーリングを行いました。



☆１月２１日
バスで京都散策　嵐山

いろいろ食べたり、モンキーパークで
遊んだりしました。
今年度最終実施は３月１１日土曜日で
す。行き先は２月１１日のミーティン
グにて決定します。

☆１月２２日
市役所前フリマ参加

１月１５日予定が雪のためこの日に
なりました。手伝ってくれた方大変
ありがとうございました。
寄贈していいただいた方もありがと
うございました。
１５０００円ほどの売り上げになり
ました。２０１７年度は当事務所で
頻度を上げて単独バザー実施を
予定しています。物品寄贈などは随
時募集しております。

☆１月２７日
学食Ｗａｌｋ　花園大学

花園大学の食堂・・・きれいです。
そして安いです。おいしかったです。
２０１６年度最後の学食は２月１０
日にミーティングをして３月実施で
す。詳しくはブログ・フェイスブッ
クページ・代表ＳＮＳなどで告知い
たします。



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。

☆　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。

兵庫県神戸市　匿名様、大阪府堺市　匿名様、大阪府茨木市　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

京都教育サポートセンターはこの３月より１６年目の活動に入りました。
これも皆様のご支援のおかげです。これからも様々な状況で生きにくさを感じて
いる若者の社会的自立へ向けたサポート活動を行ってまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

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

集い場は京都教育サポートセンター運営時間外に開所し、利用生であるかないかを問わず
どなたでも居場所として利用していただけるものです。

次回　実施予定
3 月 4 日土曜日　　    　18 時～ 22 時　（20 時までに入室ください）
3 月 18 日土曜日　　  　18 時～ 22 時　（20 時までに入室ください）

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。

活字倶楽部　　　次回 3 月 15 日水曜日　16 時から
健康体操教室　　次回 3 月 16 日木曜日　14 時半から　原則第３木曜日実施です。
学食 Walk　　　   次回 3 月中の金曜日に実施予定
バスで京都散策　次回 3 月 11 日土曜日　
麻雀部　　　　　次回３月 18 日土曜日

※集い場は参加無料です。集い場〇も今年度は参加費無料にて参加できます。2 回目の参
加時にアンケート記入をお願いいたします。

※集い場・集い場〇は平成 28 年度京都市による 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。

○２０１７年度集い場事業について

２０１４年度から３年間京都市によるＮＰＯ等民間団体の子ども若者育成促進事業の
助成を受けて実施してまいりました。

この３年間の実績を下にこの集い場事業は継続して実施することとなりました。
一部サークルはサークル費などの有料化となります。
４月以降は下記を予定しています。まだ費用などは変更する場合がありますので
その時は各種ＳＮＳなどで告知し、確定次第チラシを作製していきます。
※集い場事業は当所利用生の有無を問わずどなたでもご参加いただけます。

○いろいろ散策部（旧　バスで京都散策）　サークル費有料
○学食Ｗａｌｋ部（そのまま継続予定）　　サークル費有料
○健康体操教室　サークル費無料
○ものづくりかふぇ（アポロ事業から組入）　サークル費無料（作成物は希望者 
有料買取）
○活字倶楽部（そのまま継続予定）サークル費は未定
○レクリエーション部（旧　麻雀部も含む）カラオケ・ボウリング・ビリヤー 
ド・カルム・麻雀などのレクリエーションをまとめて１つとするか、細分化するかを検討
中です。サークル費は有料を予定しています。

※フリースクール運営時間外に実施していました。
通常の「集い場」は終了することとしました。



２０１７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。

2017 年 2 月 10 日発行　特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター

１７日 ( 金 )　ユースフリマ参加準備
１８時から　　お手伝いください。
１８日 ( 土 ) １９日 ( 日 )
　　　ユースフリマ参加（ウイングス京都）
　　　　※抽選漏れの場合は無し
１８日 ( 土 )　集い場○麻雀部
１８日 ( 土 )　集い場１８時から２２時
　　　　２０１６年度最後の集い場になります。
２０日 ( 月 )　完全休業日（ＫＳＣＥ・ＭＥＳ・
ことばすべてお休みします）
２５日 ( 土 )　年度末食事会
参加費内部・アポロ会員　７００円　その他
１０００円
２６日 ( 日 )　勇気の出るライブ　
　　　　　　　　参加または鑑賞（未確定）

３月中の金曜日　集い場○　学食Ｗａｌ k　実施
　２月１０日ミーティングで決定します。

未確定の内容または追加イベントなどは
ＫＳＣＥブログ・フェイスブックページ・代表
ＳＮＳなどでお伝えいたします。
※３月のイベントはすべてにおいてどなたでも
参加可能です。（有料イベントは参加費が異なり
ます。また利用生以外の参加は事前申し込みが
必要です）

毎週日曜・月曜　お休み

４日 ( 土 )　フリースクール野球大会　
ゲスト参加　今回は公式参加ではなく、
合間での交流試合参加をします。
参加希望者は前日までにお申し出くださ
い。どなたでもご参加可能です。
４日 ( 土 )　集い場１８時から２２時
２０時までに入室ください。
５日 ( 日 )　年度末パーティ　
１３時から１７時　参加費内部生・アポ
ロ会員３００円　その他５００円
４月から進学などの方は無料です。
１０日 ( 金 )　パレット河原町清掃活動日
参加したい方は事前にお申し出ください。
参加費無料。
１１日 ( 土 )　集い場○
バスで京都散策実施日　　　　２月 11 日
実施のミーティングで決定します。
１２日 ( 日 ) きょうと地域力アップおうえ
んフェア　出展
ゼスト御池でのイベントにブース出展い
たします。活動展示とものづくりの販売・
ワークショップを実施します。
１５日 ( 水 )　集い場○活字倶楽部　
　　　　　　　　　　　１６時から
１６日 ( 木 )　集い場○健康体操教室　　
　　　　　　　　　　　１４時半から
１７日 ( 金 )　ものづくりかふぇ　
　　　　　　１４時半から　参加費無料

３月

（ ２ 月 9 日

時点の予定）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
フリースクール

野球大会

集い場

5
年度末パーティ

6 7 8 9 10
パレット清掃

11
集い場○バスで

京都散策

12
きょうと地域力

アップおうえん

フェア

13 14 15
集い場○活字俱

楽部

16
集い場○健康体

操教室

17
ものづくりかふぇ

ユースフリマ参加

準備

18
ユースフリマ

集い場○麻雀部

集い場

19
ユースフリマ

20
春分の日

完全休業日

21 22 23 24 25
年度末食事会

26
勇気の出るライ

ブ

27 28 29 30 31


