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きたせい卓球フリータイム

居場所事業「街中コミュニティ」

昨年度から北青少年活動センターで実施しています。多い日で
10 人くらいが参加する日もあり、ワイワイと卓球を楽しんでい
ます。今年度からは、第 1 木曜日、第 2 金曜日、第 3 土曜日に
実施します。地域若者サポーターが基本を教えてくれたり、対戦
相手になってくれたりもします。ぜひ、予約なしでふらっと、気
軽にご参加ください♪

人と接する機会が少ない、コミュニケーションが苦手、不安は
あるけどちょっと頑張ってみたい…、そんな若者を対象に、お茶
を飲みながら話をして，時には外出などをして過ごします。毎月
第 2・4 金曜日 14 時半～ 16 時半（登録期間：最長 2 年間）お
問い合わせは、中京青少年活動センターまで。

事業レポート
「受験カフェ」やましな。
1 月 19 日 ( 日 )、山科青少年活動センターに「受験カフェ」が
オープンしました。ボランティアの協力で、自習室利用者とゆっ
くり話すことができました。受験を控えた高校生が、現役大学生
に熱心に質問をする様子もみられ、ふだん関わりの少ない自習室
利用の若者と語り合えるよい機会となりました。

地元商店街で「餅つき大会」
下京青少年活動センターでは、1 月
25 日（土）に七条通七本松付近の路
上で餅つき大会をしました。ボラン
ティアが企画し、備品や会場の手配、
当日のサポートなど商店街の方々の協
力を得ました。400 人を超す来場者
があり、商店街には長蛇の列ができま
した。餅つきだけに多くの人をくっつ
けるイベントになりました。

パフォーマー KAZUMA
ステージ
昨年、12 月 21 日（土）南区出身のパ
フォーマー KAZUMA が一日だけのスペ
シャルステージを南青少年活動センターで
開催。アクロバティックなパフォーマンス
や親子で楽しめるバルーンワークショップ
を行い、来場者の目を楽しませました。「何
故この道に進んだのか」「ケガからの苦悩
と復帰まで」などの想いも熱く語りました。

1994（平成 6）年の 5 月 30 日に始まったこのプロ
グラム。昨年 20 回目の公演を無事終了することができ
ました。そこで、20 周年を記念して活動報告冊子を作
成しました。冊子は、記念誌的要素と活動報告からなり、
事業評価の試み、という意味合いが含められたものになっ
ています。
主な内容をご紹介します。
1 期から 20 期までの公演データ記録／参加者や演出担
当、プロデューサーなど、16 人の方々に書いていただい
た参加体験談から、その体験の意義をまとめたもの／作
品創作に関わっていただいた 30 人の方々に書いていた
だいた演劇ビギナーズユニットへの思い／ 7 月に実施し
た 20 周年記念事業の報告／ 20 期分の公演データで使
用されたもの以外の写真集／ 1 期から 20 期までの舞台
写真コレクション…などなど。

フィリピン台風被害の募金活動
昨年 11 月の台風渦で甚大な被害を出したフィリピンに関わり
の深い伏見青少年活動センターが他 6 センターにも募金箱への設
置を呼び掛けて活動しました。2 ヶ月後の今年 1 月 10 日にまと
めて、計 71,592 円を“京都フィリピン留学生の会”へ届けま
した。

京都市ユースサービス協会主催、若者の音楽とダンスの祭典を 3 月 16
日（日），京都市右京ふれあい文化会館で行いました。予選通過のミュージッ
ク１１バンド、ダンス 25 チームが出場しました。主催事業として、24 回
目の実施。ステージをゆるがす競演の結果，グランプリ賞はダンス部門が、
中高生「チューイングガム ブラザーズ」、一般「たまッとうる〜」、音楽部
門は、中高生「ゆき（バウンダリー）」、一般「J-seeds」が獲得しました。

読者の声
不安定で将来の見通しが
見えにくい世の中ですが、
自分たちの夢を話し合える
仲間の中で自分を見出し、
しっかり歩いていってほし
いと思いながら、いつも読
んでいます。私も若者の将
来を応援していきたいと思

※A
 4 サイズ 42 ページで、700 円で販売し

います。

ています。購入方法など、詳しくは東山青

下京区

少年活動センター（075-541-0619）まで
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7 つの青少年活動センター
住

所：〒 603–8165 京都市北区紫野
西御所田町 56 北区総合庁舎西庁舎 3 階
ＴＥＬ：075–451–6700
ＦＡＸ：075–451–6702
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/kita/

住
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「演劇ビギナーズユニット 20 周年記念
活動報告冊子」完成！

所：〒 604–8147 京都市中京区東洞院通
六角下ル御射山町 262
ＴＥＬ：075–231–0640
ＦＡＸ：075–231–1231
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/nakagyo/

住

所：〒 605–0862 京都市東山区
清水5丁目130–6 東山区総合庁舎2階
ＴＥＬ：075–541–0619
ＦＡＸ：075–541–0628
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/higashiyama/

住

所：〒 607–8086
京都市山科区竹鼻四丁野町 42
ＴＥＬ：075–593–4911
ＦＡＸ：075–593–4916
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/yamashina/

住

所：〒 600–8871
京都市下京区西七条北東野町 90
ＴＥＬ：075–314–5636
ＦＡＸ：075–314–5640
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/shimogyo/

本誌
『ユースサービス』
の掲載広告を募集します！
当協会編集制作刊行の情報誌「ユースサービス」は、若者とともに若者の現
状や未来を考える媒体として、好評を得ています。本誌を通して、企業・団体
の広告宣伝活動にご活用いただけます。
発行部数…3,000 部（年間 3 回発行）
配布先…京 都市内すべての中学校、京都府内の高等学校や大学、関係する
行政機関、厚生労働省、内閣府など中央省庁、全国の地域若者サポー
トステーション受託団体等のＮＰＯ法人・民間団体ほか
〈広告掲載料金 オールカラー掲載〉
全 1 ぺージ（縦 25.6 センチ×横 20.9 センチ）
横 1/2 ページ（縦 12.8 センチ×横 20.9 センチ）
記事下 1/4 ページ（縦 6.4 センチ×横 20.9 センチ）

5 万円
3 万円
2 万円

広告掲載のお問い合わせ、お申込みは、
京都市ユースサービス協会事務局（電話 075-213-3681、Fax075-231-1231）まで。
次回、8 月 1 日付発行の 19 号への広告掲載申込は 5 月末日までにお願いします。

発

住

所：〒 601–8441
京都市南区西九条南田町 72
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：075–671–0356
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/minami/

住

所：〒 612-8062 京都市伏見区
鷹匠町 39-2 伏見区総合庁舎 4 階
ＴＥＬ：075-611-4910
ＦＡＸ：075-604-4910
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/fushimi/

開館時間 平日：午前 10 時〜午後 9 時
日祝：午前 10 時〜午後 6 時
休館日

水曜日・年末年始
（12/29 〜 1/3）

行

公益財団法人
京都市ユースサービス協会
〒 604-8147
京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262
京都市中京青少年活動センター内
tel：075-213-3681
fax：075-231-1231
E-mail：office@ys-kyoto.org

HP：http://www.ys-kyoto.org
印

刷：株式会社谷印刷所

デザイン：自然堂株式会社

14

