
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５月号  No.３５ 

「2021年度運営について」 

 

2021年4月18日に当所の社員総会が行われ、今年度の

方針について話し合いが行われました。2021年度の方

針を以下の通りといたします。 

 

〇訪問事業を強化してまいります 

これまでも行っていましたが今年度より訪問すること

ができるスタッフ数を増員し（研修を行っています）

訪問を強化し、まだ通いにくい状況の方へのフォロー

をしていきたいと考えます。 

 

〇相談事業も強化してまいります 

訪問するための事前相談もそうですが、社会生活を送

りながらもなかなか生きにくさを感じる、人とのつな

がりが欲しい、などに対して相談事業もスタッフ数を

増加させて実施してまいります。 

対象は当所利用の有無を問いません。 

カウンセリング的にもちょっとした話相手（邪魔され

ない1対１の保証）にでもお使いいただければと思い

ます。本来の不登校・ひきこもりに関することも当然

承ってまいります。 

 

〇親の会を再設立いたします。 

当所の利用の有無を問わず、本人を支える役割の方へ

の支援という部分での親の会（名称未定）を再設立い

たします。当所設立当初は行っていましたが参加者が

少なくなり、立ち消えになっていました。今回は代表

の南山が保護者と同年代になっていることが運営をし

やすくなったというところと、当所の利用の有無を問わ

ず広く募って本人への支援に関して様々なことへ取り組

んでいくベースとなる会となればとの思いで再設立を決

定いたしました。詳細はまた告知いたします。 

 

〇育成系統の方への支援を強化いたします。 

支援学級や支援学校へ通われている方を中心として 

日々の生活に必要なスキルを身に着けるための「育成社

会性学習」を担当できるスタッフ数を増員し、強化して

まいります。数の数え方・お金の計算・LINEでのやりと

りの練習・時間の感覚を身につける・読み書き計算など

日々の生活に必要なものを本人の状態と課題を見ながら

個別にカリキュラムを作成して行います。支援学校への

入学を考えておられる方への入学対策も行います。 

 

〇若者向けSST 

（現在は当所利用者を対象としていますが今後利用生の

有無を問わない方向に拡大してまいります） 

発達障がい・対人関係への不安があるけれどコミュニ

ケーションを上手になりたいと思っている方に対しての

SST（ソーシャルスキルトレーニング）を行っていま

す。ロールプレイを通してコミュニケーションの練習を

専門のＳＳＴ指導員とともに行います。 

 

※従来通り居場所提供・学習サポートも行ってまいりま

す。またフリースクール活動「歩プロジェクト」は 

新型コロナ感染による社会状況を見ながら行ってまいり

ます。 

 

今後も当所の活動へのご協力・ご支援をよろしくお願い

いたします。           （南山 勝宣） 



お知らせ 

★京都府ひきこもり社会参加支援事業の補助を受けて 

現在家族以外と関わりの無い生活が続いている方（当所利用をしたことがある方は利用されなくなってから一定

期間が開いている方）に対して無料訪問活動（最大１２回・１３回目以降も有料ですが継続は可能です）や 

保護者相談活動・本人相談活動・レク日・休業日居場所・月曜日の利用ができる事業を行っております。詳細はお

問い合わせ下さい。 

 

★費用総額表示義務の変更に合わせて利用料などの改定を行っています。 

 

抜粋 

（前納の方または対象月に1度以上居場所または学習サポート利用をされた方） 

居場所利用・学習利用の方  

基本料金 ２０００円 

年齢調整 小中学生～３０歳以上 －５００円～＋２５００円 

水道光熱費 月により変動 １０００円～２０００円 

新型コロナ感染対策協力金５００円 

 

（他の利用方法のみの方） 

下記オプション費用のみ 

 

オプション 

居場所利用（前納制の場合） 

月４回権利 ５５００円 月８回利用７７００円 

無制限 ９９００円 

単発 月1回目1,000円 2回目以降1日につき2,000円 

 

学習サポート（前納制の場合） 

６０分月４回10,500円 80分月4回13,500円 単発利用 初回60分1,800円 80分2,900円 

追加または単発2回目以降 60分1回3,300円 80分1回4,400円 

学習運営費用 2,000円／1人につき 

 

家庭教師 60分1回3,500円 90分4,600円 120分5,700円 別途交通費 

家庭派遣 60分3,500円 追加30分ごとに1,200円 別途交通費 

相談 面談形式 30分1,500円 オンライン 30分1,000円 

SNS月額3,000円（当所利用生は無料） 

育成社会性学習 1回60分3,300円 運営費回数関係なく2,000円／1人につき 

SST 1回60分4,400円 

ボランティアスタッフ募集 

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 木曜日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・話し相手） 

火曜日・木曜日・土曜日・休業日居場所 

（遊び相手・話し相手・日によってはテレビゲームもあります） 
KSCEボランティア募集ページ 



◎「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。 

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 

（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/?pege_id=1234 

フェイスブック https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo 

twitterID：KSCEleader  

代表SNS（LINE・twitter・facebook 他）問合せください。 

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も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 無料 

○ALKnet 関係者500円 

 

実施日はカレンダー参照。 



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－その他 

参加費用は内利Mは後請求 

AL他は当日 

スケジュール（以下は居場所開所時間です。他の

事業は午前や夜でも対応できる場合があります） 

月曜日 ひきこもり社会参加支援事業対象者居

場所開所 15時～19時 

火曜日～金曜日 12時30分～18時30分 

土曜日 11時30分～18時30分（レク時間として15

時～17時30分） 

日曜日 通常運営休業日 

４月２５日日曜日～５月５日水曜日 

GW休業 

新型コロナ感染拡大による蔓延防止重

点措置または緊急事態宣言発出によっ

ては変更の場合があります。 

 

☆５月１４日金曜日 パレット河原町商

店街清掃活動参加 

９時３０分～１０時３０分 参加費無料 

参加者は１０：３０－１２：３０を無料居場

所利用していただきます。 

 

☆５月３０日日曜日 出かけよう（仮） 

行き先など未定。詳細は５月１０日ごろ

に告知いたします。 

 

☆イベントのない土曜日 

レク日 15：00～17：30 

（レク日のみの利用の方は14：30～18：

00の間が利用可能です） 

 

★月曜日 個別教育予備校MES学習と

京都府ひきこもり社会参加支援事業 

対象者居場所を実施（京都教育サポー

トセンター通常運営はお休み 

15：00～19：00 

 

★居場所利用時間が変更になっています。 

火曜日から金曜日 １２：３０－１８：３０ 

土曜日 １１：３０－１８：３０ 
（１８：００以降は片付けや退出準備時間） 

※お申し出により火曜日～金曜日の 

１０：３０－１２：３０の居場所利用が可能

です。 

（１日４００円／後請求） 

●４月より居場所開所のフリース

ペースのテーマを設けます。 

 

○火曜日 コミュニケーションの

日 遊んだり話したりすることが

優先の日 

○水曜日 個々の活動日 自

習・作業・読書・創作など個々で

のんびりと過ごす日 

○木曜日 イベント・コミュニケー

ション日 イベント実施時は１５時

開所・イベントのない日は火曜日

と同じ 

○金曜日 創作の日 基本は水

曜日と同じ。月１回ものづくりか

ふぇを実施（現在新型コロナ感染

社会状況により休止中） 

○土曜日 イベント・レク日 イベ

ント実施または遊ぶ日。１５時～

１７時３０分はテレビゲーム・カロ

ム・麻雀など音の大きいものもで

きる時間です。 

2021年 5月  

日 月 火 水 木 金 土 

      1        

GW休業 

2        

GW休業 

3 憲法記念日 

GW休業 

4 みどりの日 

GW休業 

5 こどもの日 

GW休業 

6 7 8        

レク日 

9        

お休み 

10        

FS休み 

11 12 13 14       

パレット清掃 

15        

レク日 

16        

お休み 

17        

FS休み 

18 19 20 21 22        

レク日 

23        

お休み 

24        

FS休み 

25 26 27 28 29        

レク日 

30        

出かけよう 

31        

FS休み 

     


