
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 

２０１８年８月号 NO.１

ゆゆゆっっっ歩歩歩通通通信信信   創創創刊刊刊しししままましししたたた！！！   

２００２年３月に NPO法人格を取得して活動

を開始し、１７年目に入りました。当所には活

動報告・次月の予定・スタッフのコラム・心理

士の先生のコラム・各種お知らせをしていた総

合機関紙「KSCE通信」があり、前身の大検予備

校時代から１９年ほど発刊してまいりました。

そして近年この機関紙発行部数が多くなり、

様々な所に配架もしていただけるようになり

ました。そこで出てきた課題がこの機関紙をも

っと皆様に手に取っていいただくにはどうし

ようかと。会員の方や関係者の方には活動報

告・お知らせ・様々な募集・ご意見をいただけ

るような内容、利用者向けには活動予定や活動

内容・関わっているスタッフのコラムなどの内

容と分けていくことがいいのではないかとい

う意見が出て検討した結果、今回の機関紙の発

行となりました。 

 この「ゆっ歩」が創刊されたということで次

月以降は２つの機関紙で特定非営利活動法人

京都教育サポートセンターの活動を告知して

いきたいと思います。そして、それぞれの機関

紙の役割に合った配架場所を割り当て、さらに

発掘して広報していきたいと思っております。 

したがって、現在まで発行している「KSCE通

信」は今後、隔月刊での発行として、活動報告

と様々な募集・コラムを中心とした機関紙とし

て続刊し、この「ゆっ歩通信」は利用される方

のための機関紙として月間で発行していきま

す。これからは隔月刊の「KSCE通信」と月間の

「ゆっ歩通信」をどうかよろしくお願いいたし

ます。 

（事業所長 南山 勝宣） 

 この創刊した機関紙「ゆっ歩通信」ですが、

このゆっ歩を象徴すようなロゴデザインを入

れていきたいと考えています。いろいろなアイ

デアを募集していま

す。どうかよろしくお

願いいたします。 

 



 

「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）※８月のみ第４水曜１３時半開始 

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）※８月のみ第４金曜１５時開始 

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） 

利用生の有無を問わず参加

いただけます。 



 

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。 

 

 ついに創刊しました、利用者向け機関紙「ゆっ歩通信」。 

まだ創刊段階ですので毎号発行していく上で精査して、コンテン

ツを固定していきたいと思います。当所のお盆休みは８月１１日か

ら１７日までになっています。お盆休み中の連絡は、所長携帯電話・

所長 SNS・メール syomu@ksce.jpn.orgまでご連絡ください。返信が

遅くなることがありますことをご了承ください。

  

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 

満２０歳以上４０代まで 

概ね月４回以上安定参加 

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。 



２０１８年８月 

スケジュール 

 

☆８月２日木曜３日金曜 

高等学校卒業程度認定試験 

受験生の方は頑張ってくださ

いね。 

 

☆８月４日土曜（歩)（2名以上） 

京の七夕 鴨川納涼  

18時事務所集合 

参加費内部生無料  

利用生その他１００円 

 

☆８月９日木曜（歩）（2名以上） 

京の七夕 堀川会場 18時集

合 

参加費内部生無料  

利用生その他１００円 

 

８月１０日金曜（歩）（2名以上） 

学食 walk 龍谷大学大宮学舎 

参加費内部生 100円  

その他 300円  

6月 MT参加者 100円引 

集合 12時 事務所 

 

８月１１日土曜～１７日金曜 

夏期休業 電話は原則留守電

になっています。 

 

☆８月１６日木曜（歩）（2名以上） 

五山送り火 18時集合 

参加費内部生無料  

利用生その他１００円 

 

☆８月２２日水曜（歩） 

健康体操教室 13時半～14時半 

（通常と時間が異なります） 

参加費無料 

 

☆８月２４日金曜（歩） 

ものづくりかふぇ  

１５時～１６時半 

参加費無料 

 

☆レク日 

８月３日（16時半まで） 

８月１８日 

８月２５日 

詳細は 3ページ参照 

 

☆９月１日土曜（歩） 

出かけよう・実行予定日 

詳細は次月号や各種 SNSなど

で告知いたします。 

２０１８年　８月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１ ２ ３ ４
高認試験 高認試験 歩イベント

レク日16時半まで 京の七夕

鴨川納涼

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
FS休み 歩-定期 歩－定期 お盆休み

出かけよう 学食walk
京の七夕堀川 龍大大宮

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
お盆休み お盆休み お盆休み お盆休み お盆休み お盆休み

歩-五山送り火 レク日

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
お休み FS休み 歩-定期 歩-定期

健康体操教室 ものづくりかふぇ レク日

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
お休み FS休み

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） 

「レク日」レクリエーション日 

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。 

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）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。） 

Copyright  Kyoto Supporting 

Center of Education(KSCE) 


