
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

２０２１年２月号　　№32

「実習を振り返って」

　臨床心理学専攻の実習生として 10 月から
KSCE に通わせていただき、この号が出る頃
には無事実習修了となっていることと思い
ます。土曜日と木曜日に参加させていただ
くことが多かったですが、利用生のみなさ
んに毎回いろいろな遊びや知識を教えても
らえるのが楽しみでした。
　初代ファミコンも家の方針で買ってもら
えなかった私からすると、大乱闘スマッシュ
ブラザーズの複雑なコマンドをつかいこな
すみなさんはアスリートのようでしたし、
文学、野球、鉄道などの深い知識をもつみ
なさんは専門分野のエキスパートのようで
した。
　それなりに大人になってくると、教え
られるより教えたがりになってきますが、
KSCE では教えられるほうが楽ちんで、ずい
ぶんみなさんに甘えさせてもらったと思い
ます。ありがとうございました。

　世相としては難しい時代と言われること
が多いですが、個人的には去年から今年に
かけて、面白いことの方が多かったと感じ
ています。もちろん、好きなお店がなくなっ

たり、好きなミュージシャンが何人も命を
落としたり、悲しいこともありました。
　ただ、新しい経験、新しいチャレンジが
こんなにできた一年も、今までの人生であ
まりなかったかなと思います。これからも
しばらく、そんな過ごし方になる予感がし
ています。とりたてて意思をもってこうい
う心持ちになったわけでははないですが。
なんとなくみなさんから受け取ったものも
これからの私を形作ると思うと、楽しみに
思えてきます。 （赤岡　広章）



２０２１年２月はボランティアスタッフの受付を停止いたします。

３月に新規運営方針に対してのボランティアの募集を行う予定です。
ご興味のある方は３月発行予定の新規要綱をご覧ください

ボランティアスタッフ募集について

「2021 年 2 月における京都教育サポートセンターの活動について」

2021 年 2 月は新型コロナ感染拡大の状況を鑑み
フリースクール活動としてのイベントを自粛いたします。

特定非営利活動法人京都教育サポートセンターは
精神的・特性的に自宅へ籠ることが難しい状態の方に対し
外で動き回るよりは当所で過ごし、第 2 の居場所としての要素がありますので
原則として開所いたします。

ただし、緊急事態宣言が京都府に出ている間は
開所時間を毎週火曜日～土曜日 12 時から 18 時に変更いたします。

（通常は 11 時～ 18 時）
また、土曜日の 15 時から 17 時半で実施しているレク日に関しては
現段階では継続して実施いたします。

京都府への緊急事態宣言が解除された場合は通常時間に戻し、
逆に緊急事態宣言からの休業要請等の対象になった場合は
時短・休業協力などを行います。この変更は随時事務所内掲示
ホームページ・ブログ・ツイッターフェイスブックページにて
告知いたします。

運営時間に関するお問い合わせはメールまたは代表 SNS などに
お願いいたします。電話は開所時間内にて対応となります。

「学習サポート・家庭教師・定期面談について」

現段階としては通常通り行ってまいります。

「次号予定」

2021 年 3 月号は 2021 年 2 月 22 日作成予定です。



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・日曜居場所（休
業日居場所）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 生　それぞれ１日分
の居場所利用扱いとします。
◎ MES 生　別途料金表を参照
◎府事業（ひきこもり社会参
加支援事業）対象者
日曜居場所無料レク日 500 円
◎ ALKnet　関係者 300 円
実施日は４ページカレンダー
参照。

ものづくりかふぇ・ブレイン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。
※　ブレイン体操教室は休止中です。
実施する場合は SNS 等で告知します。
※　ものづくりかふぇは休止中です。
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
オンライン面談（Zoom・Skype）

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・オンライン面談受け付けています。



日 月 火 水 木 金 土

1
FS 休み

2 3 4 5 6
レク日

7
お休み

8
FS 休み

9 10 11
建国記念の日

通常運営

12
パレット清掃

13
レク日

14
お休み

15
FS 休み

16 17 18 19 20
レク日

21
お休み

22
FS 休み

23
天皇誕生日

通常運営

24 25 26 27
レク日

28
お休み

２０２１年２月

Copyright　Kyoto Supporting 
Center of Education(KSCE)

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 

☆　運営に関しては１月２５日現
在のものです。
新型コロナ感染に関しての国・京
都府・京都市からの指針変更や要
請があった場合は随時変更をいた
します。
常に最新情報をご確認ください。

２月はイベントを行いません。

居場所開所は１２時から１８時と
します。

個別指導学習サポート
家庭教師
府事業家庭派遣
定期面談
は通常通りの実施といたします。

土曜日 15 時～ 17 時 30 分
レク日　居場所開所の中でテレビ
ゲーム・カルム・麻雀など音の大
きいものが可能となる日です。

パレット河原町清掃活動
2 月 12 日金曜日　
9 時 30 分～ 10 時 30 分
今回はスタッフのみの参加としま
す。

2 月中の居場所開所時間　
12 時～ 18 時
17 時 45 分からは片付け時間とし
ます。

2 月 11 日木曜日　建国記念の日
祝日ですが運営いたします。

2 月 23 日火曜日　天皇誕生日
祝日ですが運営いたします。

2 月 22 日月曜日　3 月号機関紙作
成予定

日時未定ですが KSCE 内
オンライン交流会を予定し
ています。
決定次第告知いたします。

「LPW さんからのお知らせ」

2 月 14 日日曜日
オンライン講演会　「当事者
とは何か？ピアサポートの
効用とリスク」
13：10 ～ 16：00　
zoom を利用したオンライン
で実施
前半　当事者による対話
後半　当事者グループとそ
の他グループでの対話

お問い合わせは LPW まで。


