
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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「あなたに会えて良かった」

　２０１９年８月、私はＫＳＣＥボランティ
アを辞めさせて頂きました。理由は今年に
入って妊娠し、育児と仕事とボランティア
の両立が困難と判断したからです。その為、
ゆっぽのコラムも今月で最後とさせて頂き
ます。

　私がボランティアを始めた理由は、過去に
教育系の仕事をしていたからです。しかし、
自分に向いていないと思い、転職しました。
その時、沢山の人達にとても迷惑をかけて
しまいました。
　何年か経ち、当時の失敗とようやく向き
合う気持ちが持てるようになり、前職と近
い世界に関わろうと思いました。

　フリースクールで、利用者さんとお話を
させてもらうことで、人には様々な背景や
生き方や悩みがあることを感じました。ボ
ランティアの立場でしたが、学ばせて頂く
ことの方が多かったと思います。
　ボランティアを通して得た、最も大きなも
のは、居場所は決して１つではないという
ことです。フリースクール、カウンセリング、

ＮＰＯ支援団体、公的サービス等、ＫＳＣＥ
も含め、様々な取り組みや活動があることを
知りました。

　私は子どもの頃から、１本のレールの上を
はみ出さないように進むことが大事だと思っ
ているところがありました。しかし、現実は
そのように都合良く進む訳ではありません。
途中で止まったり、戻ったり、全く別の道に
進んだり、１本のレールが正解とは限らない
と思うようになりました。

　今いる場所以外の場所に自ら動いて踏み込
むことは、とても勇気が必要です。ですが、
自分や家族に何かあった時、私は調べたり相
談したりして、居場所を広げていきたいと思
います。
　このように考えるきっかけを与えてくだ
さったＫＳＣＥにはとても感謝しています。
あなた達に会えて良かったと感じています。
短い間でしたが、ありがとうございました。

（宗石　舞）



「カンボジアでの経験」

初めまして！京都教育サポートセンターのインターンシップでお世話になっている佐藤
拓弥です。今回は、夏休み中に行ったカンボジアのスタディツアーで学んだことについ
て述べたいと思います。

　1 つ目はカンボジアは予想以上に発展していた点です。多くの方はカンボジアはあま
り発展している地域ではないと思っているのではないでしょうか。実際は高層ビルの多
い地域があったり、高級車が走っていたりと、近代化が進んでいました。もちろん地域
差はまだまだありますが、首都のプノンペンやシェリムアップに実際に訪れてみると皆
さんもこのような驚きをすると思います。

　2 つ目はカンボジアのダークツーリズムについてです。ダークツーリズムとは負の遺
産のことでカンボジアにはキリングフィールドや収容所などがあります。これらは主に
約 40 年前のポル・ポト政権において拷問や処刑に使用されていました。頭蓋骨が他の
方から見えるようお供えされているなど日本とは大きく異なるような見せ方がなされて
いました。

　今回のスタディツアーでカンボジアに対するイメージが大きく変わり、是非また行き
たいと思えるようになりました。カンボジアにはまだまだ多くの課題があると思います
が、それを解決するには一人でも多くの方にカンボジアの現状を知ってもらう必要があ
ると思います。ですので本記事を読んでいる皆さんも是非カンボジアを訪れてみてくだ
さい！

コラム

「趣味」

大学生になって何か新しいことでも始めたいなぁとは思いつつ、なかなか面白そうな趣味
を見つけられず半年経ってしまいました。

　ですが、最近「スーパーカブ」という漫画を見つけました。簡単に内容を説明すると、
主人公である身寄りのない大人しい女子高生がスーパーカブに乗り始め、カブの魅力にハ
マっていくというものです。私はこの漫画に強く興味を持ちました。上手く言えませんが
主人公がカブに乗って感じる世界などがすごく魅力的に伝わってくるからです。

　ということで、最近バイクに関心があります。まだ免許も持ってない状態ですが、好み
に合うバイクを調べています。以下、今のところ個人的にいいなと思っているバイクあげ
てみました。

　まずはホンダのスーパーカブ 110 です。漫画で主人公が乗っていたもので、同じもの
に乗ってみたいからです。しかもすごくかっこいいわけでも可愛いわけでもないのですが、
見た目が良くバランスのいいデザインである点が気に入ってます。

　二つ目はスズキのグラストラッカービッグボーイです。これは丸みが無くくて細いフォ
ルムがかっこよく、一番見た目が自分の好みでした。

　最後はヤマハの SR400 です。これはシックでかっこいいデザインで、マフラーの存在
感も良いです。
　これら３つの他にも素敵なバイクは勿論沢山あるので、自分で調べるのはとても楽しい
です。今の段階ではまだバイクを調べることが趣味というだけですが、これから免許を取っ
て好みのバイクを買い、バイクに乗ることも趣味にできたらいいなと思います。

（佐藤　拓弥）

（伊藤　愛望）



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 2 3 4 5
体を動かそう

野球

6
お休み

学区民体育祭

7
FS 休み

8 9 10 11
パレット清掃

レク日 12
朝活　

朝カラオケ

13
お休み

14
FS 休み体育の日

出かけよう

ピクニック

15
ブレイン体操教

室

16 17 18
ものづくりかふぇ

レク日 19
朝活　大文字山

出かけよう　天

体観測

20
お休み

21
FS 休み

22
即位礼正殿の儀

通常運営お休み

岡崎フリマ

23 24 レク日 25 26
出かけよう時代

祭　ハロウィン

パーティ

27
お休み

28
FS 休み

レク日 29 30 31

２０１９年１０月

Copyright　Kyoto Supporting 
Center of Education(KSCE)

☆ 10月レク日

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 

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。9 月 11 日時点の予定

◎ ARU さんのイベントです。
詳細や申込は各団体へ。

〇菓子作り　10 月 1 日火曜日 13:30 中央
青少年活動センター
〇調理実習期間　10 月 8 日火曜日 14:00
南青少年活動センター
〇太極拳　10 月 17 日木曜日 14:00 南青少
年活動センター
〇 ARU 畑　10 月 4 日金曜日
18 日金曜日 14:00 

〇折紙の日 10 月 21 日月曜日 14:00ARU 事
務所

◎ KSCE　内部生を除きイベント参加者は終
了後１時間迄居場所利用（居場所運営日に
関して）が可能です。

☆１０月５日土曜日（歩）体を動かそう　
野球　１３時半集合　
京都御所　１４－１６時　参加費無料

☆１０月６日日曜日　（歩）学区民体育祭　
８時３０分～１６時３０分　途中参加も可
能　銅駝美術工芸高校　参加費無料

☆１０月１１日金曜日（歩）パレット河原
町清掃活動　９時３０分～１０時３０分　
参加費無料

☆１０月１２日土曜日（歩）朝活　朝カラ
オケ　８時～１０時３０分　詳細未定　参
加費無料　カラオケ代必要

☆１０月１４日祝・月（歩）出かけよう　
ピクニック詳細未定　参加費　内・A・L・
M　１００円　利２００円　他３００円　
８月３０日 MT 参加者は１００円引き

☆１０月１５日火曜日（歩）ブレイン体操
教室（健康体操教室から改名・内容は同じ
です）１３時半～１５時　参加費無料

☆１０月１８日金曜日（歩）ものづくりか
ふぇ　１５時～１６時半　参加費無料

☆１０月１９日土曜日（歩）朝活
大文字山　８時銀閣寺集合　参加
費無料　

☆１０月１９日土曜日（歩）出か
けよう　天体観測　京都産業大学
１８時事務所出発　参加費無料　
バス代等必要

☆１０月２２日祝・火　通常運営
お休み

☆１０月２２日祝・火　岡崎フリ
マ（予定）８時２０分～１６時　
途中参加可能　参加費無料

☆１０月２６日土曜日（歩）出か
けよう　時代祭　参加費無料

☆１０月２６日土曜日（歩）ハロ
ウィンパーティ　１６時～１９時
参 加 費　 内・A・L・M　 ３ ０ ０ 円
　利７００円　他８００円

１２日土曜日（通常） 
１９日土曜日（１７：３０まで）
２５日金曜日（１７時まで）
２９日火曜日（１５時～１８時）


