
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１２月号  No.42 

「ボランティアになって」 

 

 ボランティア１年を過ぎて、ゆっ歩TOPコラムにデビュー

します、井戸です。 

 昨年7月にボランティア応募の面接で南山さんと話して、

年齢や活動日数などの条件に合わないのにボランティア

活動OKと言ってもらえてとても嬉しく、自分に出来ることを

なんでもやろう！と、思いました。しかし、息子より若いメ

ンバーの中で自分にできることが分からず、オロオロして

おります。今のところ、自分が楽しめることに参加させても

らっていますが、スタッフと利用生の区別がつかないの

で、どなたにも同じように接しています。皆さん初対面の

私にとても優しくしてくれて、大変ありがたいです。トランプ

やUNOやカードゲームなどに誘ってもらい、少々若がえる

ことができたような気がします。 

 

 私がボランティアに応募した理由は、ひとつめは定年退

職後に新しい世界に踏み出したかったから。ふたつめは、

京都に友達を作りたかったから。です。 

 大阪で生まれて、育って働いてきました。仕事は、建築

関係で、公共施設を作ったり、再開発やまちづくりなどを

やってきました。KSCEの活動は、私の長い仕事人生には

なかった「人間」を相手にすることなので、新しい世界に踏

み出した感覚が大きくあります。 

 約6年前に京都へ引っ越してきました。京都には知り合い

がいなくて、友達を作りたくて京都の団体に応募をしたという

わけです。 

 

 以前の仕事場で、ひきこもりの若者への支援として、就労

体験の受け入れをしたことがあります。事前に、NPOのス

タッフと相談して業務内容を決めて当日を迎えました。１０日

間程、毎日いろんな若者が来て働いてくれました。対面が苦

手だということでしたが、それを感じさせない方たちで、こちら

の説明を聞き、仕事をきちんとしてくれました。もしかしたら、

当人は１日の仕事で疲れ切ってダウンしていたかもしれませ

んが、社会経験のひとつとして学んでもらえていたら良い

なぁと思っています。 

 この時の体験があったから、私はKSCEへボランティア応募

をしたんだと思います。 

 

 この１年、イベントで参加した鴨川ハイキングでは南山さん

が朝から作ってくれた唐揚げや卵焼きに感動したり、大文字

山登山では南山さんより私の方が体力があったり、キャラク

ターグッズ大好きな南山さんを見ることができたり、楽しい時

間を過ごすことができました。 

 利用生の皆さんから見たら、母親かおばあちゃんみたいな

私ですが、縁があって出会えましたので、おしゃべりしましょ

う。よろしくお願いします。 

                             （井戸 廣子） 



「人とのつながりを深めるには」 

 
〇 相手からの信用を得ること   〇 相手を信用すること 
 
そのために何をするのかを考えていきましょう。何もしなければ信用を得ることは少ないです。相手のためばかりで自分が負
担になりすぎてもマイナスではありますが、バランスが必要です。 
 
〇 信用を積み上げるのには時間がかかる   〇 信用を失うのはあっという間 
 
がほとんどであります。                                          （南山 勝宣） 
 
◎年末年始休業のお知らせ 
 
京都教育サポートセンターならびに個別教育予備校MESの通常運営を下記の通りお休みいたします。 
 
２０２１年１２月２９日水曜日～２０２２年１月６日木曜日 
 
この日程の間は 
○居場所 ○通常電話受付（３０日から４日までは事務所留守番電話状態にいたします） ○定期を除く面談・訪問の受付 
をお休みいたします。 
 
ただし、定期的に実施している ○家庭訪問・家庭教師 ○個別指導学習サポート・SST 
に関しては担当スタッフと利用者との相談で休業中の実施も可能です。 
実施予定になった後のお休み等になった場合は直接担当にご連絡ください。 
 
休業中でもイベントなどの実施の問い合わせや申し込みは 
メール syomu@ksce.jpn.org（PC）kachumina@ezweb.ne.jp（代表携帯メール） 
LINE（必要な方はお聞きください）にて受け付けます。返信が遅れるとことがありますのでご了承ください。 
 
◎当所通信に掲載するコラム分を募集いたします。 
内容はなんでも構いません、不登校・ひきこもり・対人関係が苦手または希薄な方に対する書いてみたいことをタイトルをつ
けてsyomu@ksce.jpn.orgにお送りください。 
内容を精査の上、掲載・保留を判断させていただきます。文字数は１回分あたり１０００字くらいがありがたいです。  

イベント報告 

＜知恩院ライトアップ＞ 

11月27日土曜日、1カ月ぶりのイベントで知恩院ライトアップに行ってき

ました。時雨も降って寒い中でしたが、紅葉とライトアップの光景はとて

も幻想的にも思えてとても良かったです。雨の水たまりなどでも光が反

射して、これもプラスアルファになったのかもしれないです。 

 

＜12月と年末年始予定＞ 

10日に大阪御堂筋のライトアップを見に行く計画をしています。 

この日は16時半で終了予定、レク日設定も無しとします。 

 

毎月第2金曜日は商店街の清掃活動に参加しています。 

 

25日土曜日にクリスマス会（1年ぶりの室内イベント、換気など対策

をしっかり行いますので暖かい服装でお越し下さい）を行います 

 

29日大掃除します。お手伝い下さい。 

 

今年度は初詣をイベントとして実施いたしません。 

1月10日に初詣兼ねて十日戎に参拝します。 

休日居場所は12月26日日曜日と1月10日月曜日成人の日です。 

よかったらご利用ください。  

https://secure.sakura.ad.jp/rscontrol/rs/webmail2/?mbox=k-tsushin#
https://secure.sakura.ad.jp/rscontrol/rs/webmail2/?mbox=k-tsushin#
https://secure.sakura.ad.jp/rscontrol/rs/webmail2/?mbox=k-tsushin#


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 

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。 

◎お困りよろず相談室、実施中 

当所利用者を除く新型コロナ禍などで様々にお困りの*_京都市で一人暮らしの方_*（家族が京都市内におられる場合も除き

ます。諸事情で家族と不通の方は対象です）に対して何でも相談を受け付けています。お話をお聞きしてどういう方策がある

かを一緒に考えることをお手伝いいたします。ただの愚痴を出すことも構いません。相談料無料です。まずはお問い合わせ

下さい。チラシ参照ください。＜https://ksce.jpn.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/KSCEyorozu001.pdf＞ 

 

※この部門対象の女性の方で希望者には、京都市男女共同参画センターから委託されている生理用品の配

布（１人１回１つのみになります。規定数配布で終了）を行っております。配布のみ希望の方はお名前（ニック

ネーム等も可能）・年齢・現況（概要のみでＯＫ）だけを記入又は聞き取りしてお渡しいたします。その旨お申し

出ください。送付はできません、ご了承ください。 

 

◎当所リユース活動について 

雑貨・書籍・衣類（当所使用・別団体や個人相談者へ寄贈・フリマ等出品） 

娯楽品（当所レクリエーションに使用）を募集しています。 

（食品は不可、同じものの数量が多いもの・大型のもの・単純に総量が多い場合は事前に相談ください） 

持ち込みまたは宅急便、当所から徒歩圏内の方は台車にて取りに伺うこともいたします。 

（１２月２９日から１月６日までは受付いたしません） 

 

◎ボランティアスタッフ募集いたします 

月曜日 15時～19時 火曜日～金曜日 12時～19時 土曜日11時～19時 休日居場所実施日 13時～19時 

の中で可能な時間をお願いいたします。一定時間以上の活動ができる方、スタッフミーティング（対面・オンライン両方の場合

有）にもできるだけ出席をしていただける方を希望します。年齢50歳くらいまで。対応する利用者は10代から40歳くらいまでに

なります。不登校・ひきこもり・学校中退・対人関係が苦手・発達障がいの状態の方の対応をする活動になります。活動内容

については活動する日によって変動いたします。興味をお持ちいただければ、まずは見学と詳細の説明をお聞きに当所まで

お越しください（要予約）＜https://ksce.jpn.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/KSCEstuff001.pdf＞ 

 

 

◎レク日・休日居場所・イベント参加について 

他団体スタッフ・他団体利用者・その他４０歳くらいまでの方はどなたでもご利用が可能です。 

（他団体の所属でない一度も利用したことのない方は登録アンケート（連絡先含む）を初回に記入いただきます） 

参加費は実施内容により 無料・有料があります。 

 

ともに「KSCE前納居場所利用生・KSCEその茶利用生・MES利用生・ALKnet関係者・他連携フリースクール関係者・ 

その他学生・その他一般のカテゴリにて利用料が違います。利用料や実施時間についてはお問い合わせ下さい」  



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 

（学習サポート・定期面談・家庭訪問・家庭教

師は利用者と担当スタッフで自由に調整可

能および当所休業中でも実施構いません） 

 

☆１２月１０日金曜日  

パレット河原町商店街清掃活動日 

 

☆１２月１１日土曜日 大阪御堂筋イルミネー

ション １６時３０分終了 レク実施無し 

 

☆１２月２５日土曜日 クリスマス会  

１４時～１７時 レク無し 

KSCE生・MES生 ５００円 他８００円 

 

☆１２月２６日日曜日  

休日居場所 １３時～１９時 

 

☆１２月２８日火曜日 年内最終日 

 

☆１２月２９日水曜日 大清掃 

 

☆１２月３０日木曜日～２０２２年１月６日木

曜日 

年末年始休業（通常業務・居場所） 

 

☆２０２２年１月５日水曜日・６日木曜日 

学習サポート 実施 

 

☆２０２２年１月７日金曜日  

通常運営年始開始 

 

☆２０２２年１月１０日月曜日 成人の日  

休日居場所 １３時～１８時 

☆２０２２年１月１０日月曜日 成人の日  

十日戎 １８時～２０時くらい 

 

※レク日 イベント実施の無い土曜日  

15時～17時30分 

2021年 12月  

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 レク日 

5 お休み 6 FS休み 7 8 9 10 

パレット清掃 

11  

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 

12 お休み 13 FS休み 14 15 16 17 18 レク日 

19 お休み 20 FS休み 21 22 23 24 25 

クリスマス会 

26 

休日居場所 

27 FS休み 28 

年内最終日 

29 

大清掃 

30 

年末年始休業 

31 

年末年始休業 

 

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・居場所利用生 500円   

利用生 1000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 

 

〇その他 1000円 

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 

○その他 800円 

実施日はカレンダー参照。 


