
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３月号　　№33

「世の中はご縁の世界です」
　こんにちは。突然ですが、私がこの 3 月号を担
当したのは理由があります。それはなぜか。私が
KSCE に出会ったのが 2011 年の 3 月でした。今
月でちょうど丸 10 年になります。スタッフを辞
めていましたが時々出入りはしており、関わり始
めて 10 年というタイミングで、SST 指導員とし
て復帰することになりました。だからこそ、この
節目に KSCE とのご縁についてお話ししたいと思
います。

　私が KSCE と関わるきっかけとなったのは、当
時心理学研究科の大学院生だった私に、指導教
員が「学生のうちに心理関係の所に関わってみ
たら？」と勧めてくれたことです。指導教員の言
葉がなければ KSCE のみなさんと出会うことはな
かったでしょう。

　そこから数年後、一旦スタッフから抜けました。
それでもずっと所長とは連絡を取り合っていまし
た。面倒見のいい所長らしいですよね。
ではなぜ戻ってきたのか。それは、所長の入院が
きっかけでした。なぜか所長はスタッフではない
私にも入院したと知らせてきました。そして、お
見舞いに行くなかで、どうしても KSCE を閉める
しかない曜日があるという話がでました。そこを

私が引き受け、復帰となりました。くしくもそ
れは私が休みの曜日でした。これも、何とも言
えない縁を感じました。所長が入院しなければ、
連絡してこなければ、そして、私の手があいて
いなければ、私は復帰することはなかったと思
います。不思議な偶然の重なり合いです。

　そして、大学院を修了し心理士として関わる
ようになったものの、これまた抜けることにな
りました。この時点で、もう戻ってくることは
ないだろうと思っていました。ところが、こん
どは SST（社会性のトレーニング）をやるとい
う話が持ち上がりました。私としてもやりたい
事だったので、話を受けることにしました。こ
こまでくると、KSCE とは切っても切れないご縁
があるのだと感じています。

　SST をやるために復帰したと言いましたが、
実は SST との出会いも KSCE でした。2 回目の
関りの中で SST というものを詳しく知り、それ
がとにかくおもしろかった。教育学と心理学を
学んできた私にはこれだ！って思いましたね。
SST に出会わせてくれた KSCE に感謝です。そ
こから SST を勉強し、それが今回 3 回目に繋が
りました。
　人生、どこで何に繋がるのか分かりませんね。
本当に、世の中はご縁の世界だなと思います。
だからこそ今できること・目の前にいる人たち
を大切にしたいと思います。みなさんにも、良
いご縁が訪れますように。

〈山本　有里（SST 指導員）〉



〇居場所開所時間を変更いたします

現状の当所スタッフ体制を鑑みて午前の運営が利用者も少なくボランティアもなかなか来れないことが
多いので事務作業・訪問事業等を行っていく上で居場所開所時間の変更をすることとなりました。

したがって３月より下記の様に居場所時間を変更します。
また４月からは曜日ごとのフリースペースのテーマ化を実施したいと思います。

●居場所開所時間
火曜日から金曜日　　１２時３０分～１８時３０分

（火曜日金曜日はイベント実施でも原則変動なし）（木曜日はイベント実施時は変動あり）
（パレット河原町清掃活動参加者はその日のみ１０時半～利用可能）

土曜日　　１１時３０分～１８時３０分　（イベント実施時は変更有）
日曜日・通常運営休業日の一部設定日
休業日居場所　１３時～１９時

居場所利用時のルールを下記の通りとします。

◆ゲームなどは基本的に１８時までに終了
１８時１０分を過ぎた場合はゲーム途中でも終了
片付け（ごみ整理）
清掃（授業設定がこの時間にない日は掃除機をかける）
利用者は手伝うか帰宅準備
１８時半までに退出

◆平日午前はオプションの利用とします
事前申し込みがあった人のみ（申込の段階で受け入れが可能な場合）
火曜日から金曜日の１０時半～開所時間までを追加時間として利用可能

（３月は１日あたり４００円・後請求）
（パレット河原町清掃活動参加者はこの日の開所時間までの無料利用可能）

◆各曜日ごとのテーマ設定
火曜日コミュニニケーションの日（今までの通常居場所設定）
水曜日個々の活動日（自習・創作・作業優先日・ゲームしない日）
木曜日コミュニケーションの日（今までの通常居場所設定）
金曜日個々の活動日（自習・創作・作業優先日・ゲームしない日）
土曜日コミュニケーション・レク日（テレビゲーム・カルム・麻雀など音が大きいものが出るものも可
能な日・レクは１５時～１７時３０分）
休業日居場所（レク日設定とテレビゲームのみ不可のレク日の２種）
自習・創作・作業等はすべて可能・水曜日金曜日は優先とします。

※イベントは社会情勢を見ながらの実施とします。
木曜日と土曜日はイベント実施により開所時間が変更となる場合があります。

〇ボランティア募集

ボランティアさんの活動時間は
月曜日１５時～１９時
火曜日から金曜日１２時～１９時
土曜日１１時～１９時
の中で可能な日時をお願いいたします。

平均月１６時間以上の活動を希望します。

活動内容
月曜日　事務作業手伝い・広報活動（HP や登録サイト更新）
リユース活動（ジモティー・フリマアプリ他）
水曜日・金曜日は個々の活動のサポート役割

（自習を見る・作業の手伝い・創作のサポート・話相手）
火曜日・木曜日・土曜日・休業日居場所

（遊び相手・話相手・日によってはテレビゲームもあります） 



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　
電話　０７５－２１１－０７５０　FAX　０７５－２１１－０７５０　
HP：http://ksce.jpn.org/　　　mail : syomu@ksce.jpn.org

休業日居場所について
休業日居場所

（レク日設定とテレビゲームのみ不可のレク日の２種）
休業日居場所開所時間　１３時～１９時
◎ KSCE 生・内部生　1000 円　利用生　1500 円
◎ MES 生　800 円
◎府事業（ひきこもり社会参加支援事業）対象者　無料
◎ ALKnet　関係者 500 円

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。

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 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
◎府事業（ひきこもり社会参加支
援事業）対象者 500 円
◎ ALKnet　関係者 500 円
実施日はカレンダー参照。



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 12
パレット清掃

13
レク日

14
お休み

15
FS 休み

16 17 18 19 20
春分の日

ピクニック

21
休業日居場所

22
FS 休み

23 24
臨時休業

25 26 27
レク日

28
休業日居場所

29
FS 休み

30 31
臨時休業

２０２１年３月
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☆３月１２日金曜日
パレット河原町清掃活動
９：３０－１０：３０
参加者は開所時間までの居場
所利用が無料で可能です。

☆３月２０日土曜日春分の日
ピクニック　
１１時出発　鴨川河川敷
※イベント実施中は居場所を
閉所します（開所時間は流動
です）
※新型コロナ感染による情勢
によっては中止
※雨天・地面状態不良は中止
※中止の場合は通常運営

☆３月２１日日曜日　休業日
居場所１３時～１９時
利用料は別に記載

☆３月２８日日曜日　休業日
居場所１３時～１９時
利用料は別に記載

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 

☆３月２４日水曜日
☆３月３１日水曜日
臨時休業（学習サポート・
定期面談・訪問等は実施）

☆日時未定　お花見
（桜の開花次第）

決 定 次 第 告 知 い た し ま
す。コロナ情勢で実施し
ない場合もあります。

☆日時未定　
年度末の集い

（３月２７日土曜日方向）
進学者・就職者へのお祝
い も 込 み に し た も の で
す。
決 定 次 第 告 知 い た し ま
す。コロナ情勢で実施し
ない場合もあります。 


