
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８月号　　№25

「京都教育サポートセンターの今後」

　今般の新型コロナ禍によって当所も一時
休業したり、対策を練っての運営をしてお
りますがこの機会に当所の運営を見直して
何が不登校・ひきこもり・対人関係不安・
心理的なサポートなどを必要な方に「社会
へ出て生きていくための勇気と自信」を培
うサポートになるのかを検討し、議論し、
再考し、を行っています。

　全く違う活動にするなんてことは当然な
いのですが２００２年に活動を開始したと
きと現在では利用者の抱えているものの内
容が様変わりしていることも事実です。
その変化に合わせての運営はどうするのか、
逆に元々のコンセプトをベースとして利用
者の受け入れ態勢を見直すのか、などを現
在考察・議論・アドバイスをいただいてい
る状況です。

　何が正解で何が不正解なんて言うのも無
く、京都教育サポートセンター（KSCE）と
してどういうサポート活動をしていくのか、
をもっと明確に提示できるようにしていこ
うと考える次第です。
　このコロナ禍を逆にうまく使って

この期間に必要とされる方のサポートを継
続させながら２０２１年度（２０年目の節
目になります）に向けて京都教育サポート
センターの在り方も含めて再構築したいと
思います。そして、再構築に際しては皆様
のご支援は不可欠になります。どうか今後
もご支援・ご指導のほどよろしくお願いい
たします。

「８月の運営について」

火曜日・水曜日・金曜日・土曜日を
本来の１１時から１８時の運営時間に戻し
ます。
木曜日はイベント実施日は１５時の開所
イベント未実施日は１３時の開所とします。

１７時３０分以後の入室はできません。
１７時３０分で利用者がいない場合はそこ
で閉所いたします。

ボランティアスタッフさんは７月同様金曜
日以外で可能な方にお越しいただく予定で
す。

利用料に関しては８月分までコロナ下特別
費用を継続いたします。
９月からはコロナ対策による運営下での料
金改定を予定しています。



募集は随時行っております。
ただし、活動に関しては新型コロナ感染対策の中で
少しずつご参加いただく方向を目指しています。
まずは、見学・詳細説明のお申し込みをお願いいたします。

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募集中

「.jp インターンを今回も受け入れいたします」

学生インターンを昨年２・３月期と８・９月期
今年の２・３月期に続き４回目の受け入れをいたします。
今回は４人の予定です。次回９月号又はその次の１０月号では
インターンの方にも機関紙の原稿を書いていただこうと思います。

「イベント運営について」

歩プロジェクトにおける定期的実施活動は８月も行いません。
単発としては８月１６日の五山送り火を再開の１回目とする予定です。

また今後は木曜日・土曜日・日曜日をイベント実施候補日として設定します。
木曜日はイベント実施の有無でフリースペース開所時間が変動します。

「機関誌発行について」

当所の機関紙は今後も電子発行のみとします。
当所 HP から見ていただけるようにしていますので
ご確認ください。

「８月９日～１６日について」

この期間はフリースペースを閉所します。
学習サポート・面談・家庭教師・相談業務は
この期間も通常通り行います。ただし、予約の無いものは
実施しません。予約のない場合はその日は完全閉所致します。
電話受付はこの期間お休みとします。

「オンライン相談・面談します」

希望者にオンラインでの面談・相談業務を行っています。
希望者は事前に予約ください。
zoom LINE ビデオ通話　skype　で対応いたします。
費用は利用者形態により変動いたします。



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
※ 8 月未定 9 月以降も未定で
す
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。
※　8 月未定 9 月以降も未定です
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。
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3
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4 5 6
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13 時～ 18 時
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日曜居場所

10
山の日

FS 休み

11
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ティング

FS 休み

12
FS 休み

13
FS 休み

14
FS 休み

15
FS 休み

16
五山送り火

17
FS 休み

18 19 20
FS

13 時～ 18 時
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23/30
お休み
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24 日オンライン

ミーティング

FS 休み

25 26 27
ランチ会
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15 時～ 18 時
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Copyright　Kyoto Supporting 
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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 

☆オンラインミーティング
８月２日日曜日
２０時３０分～２１時１０分
８月１１日火曜日
１５時～１５時４０分
８月１１日火曜日
２１時～２１時４０分
８月２４日月曜日
２２時～２２時４０分

zoom を用います。希望者はホ
ストスタッフより直前に
ミーティング ID などをお知ら
せいたします。参加費無料
申込実施１時間前まで。利用生
の有無は問いません。
スタッフ以外の参加申し込みが
いない場合は中止とします。

☆８月９日日曜日　日曜居場所
　１３時半～１８時半
日曜居場所は今後イベントの一
種とします。
参加費　
KSCE 内部生・MES 生徒　1,100
円　KSCE 利用生　通常の 1 日
費用　その他　お問い合わせく
ださい。

☆８月１６日日曜日　五山送り
火　参加費無料　１８時 KSCE
集合

☆８月２７日木曜日　ランチ会
お昼ご飯を食べに行って話をす
るコミュニケーション会を行い
ます。行き先未定。参加希望者
で決める方向です。参加費無料。
ランチ会にかかる費用は実費で

す。
この日は１５時からのフ
リースペース開所になり
ます。

★８月１１日～１５日　
夏期フリースペース休業

〇 8 月 6 日木曜日
FS13 時～ 18 時

〇 8 月 20 日木曜日
FS13 時～ 18 時

〇 8 月 27 日木曜日
FS15 時～ 18 時


