ユースかわら版
事
サンタになろう♪
〜サンタクロースプロジェクト 2014 〜
北青少年活動センターでは、ボランティアがサン
タクロースやトナカイに扮して地域の子どもたちに
プレゼントと夢を届ける地域密着型ボランティア
「サンタになろう♪〜サンタクロースプロジェクト
2014 〜」の準備を進めています。まもなく地域の
施設への事前訪問が始まり、本番のクリスマスイブ
に向けてボランティアの意欲も高まっています。毎
年好評をいただいているこのプロジェクト。今年も
多くの子どもたちの笑顔が見られるよう、最後まで
頑張ります！

業

案

内

講演会と交流会を開催！！
「ひきこもり・不登校〜つながるまでにできること〜」
講演会と NPO 等民間団体との交流会を、ウィングス京都イベントホール
と中京青少年活動センター大会議室で開催します。講師には、立命館大学の
春日井敏之教授を招き、ひきこもりや不登校の若者に対する理解と接し方を
中心にお話しいただきます。
交流会では、若者の社会参加を支援している団体による活動紹介を通じ、
参加者と参加団体がつながりを持つ機会になることを願っています。ひきこ
もり・不登校に悩むご本人やそのご家族、支援者や関心をお持ちの方々、
“つ
ながること”への第一歩を始めましょう。
■日時：平成 26 年 12 月７日（日）13:00 〜 17:00（受付 12:30 〜）
■申込・問合わせ：京都市ユースサービス協会 子ども・若者支援室
075-708-5430（参加無料）

事業レポート
「しもせいフェスタ 2014」を
開催しました！
10 月 4 日（土）下京青少年活動センターと七条通周辺で「しもせいフェ
スタ」を開催しました。協賛いただいた地元商店街を会場にして、若い男
女の出会い企画「恋フェス」や「謎解きゲーム」
、YouTube で１万回再
生「踊る !! 七条の商店街」の第２弾を撮影しまし
た。400m の商店街の歩道にお店の方もみんなが
揃って踊りました。ぜひご覧ください。また、館内
ではダブルダッチや京都のアイドル、地元で活躍す
るバンドなど、若者のエネルギー溢れるステージで
賑わいました。2,044 人という多数の来場があり、
地域の方々や若い世代にセンターや七条通をもっと
知ってもらえるよい機会となりました。
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JAZZ HIP HOP を
実施しています！

やませいあえるフェスタを
開催しました！

中京青少年活動センターでは、10
月 か ら 新 プ ロ グ ラ ム「JAZZ HIP
HOP」を実施しています。大塚晶
子さんを講師に迎え、HIP HOP に
JAZZ の要素を加えたダンスに高校
生 か ら 20 代
後半までの方
が挑戦しまし
た。 毎回楽し
いレッスンで
汗を流してい
ました。

11 月 9 日（日）、山科青少年活動センター周
辺地域で児童館、福祉センター、商店会などの
施設や団体が同じ日にイベントを開く「第 13
回ぐるっとふれ愛まちフェスタ」が開催されま
した。「やませいあえるフェスタ」では、青少
年や地域団体による模擬店やこどもの遊びコー
ナー、活動紹介で終始盛り上がりを見せ、雨天
にも関わらず延べ 500 人の来場がありました。
まつりの運営へ中高生
の積極的な参加と、そ
の活躍を支える大学生
ボランティアの姿がと
ても印象的でした。

9 月の東山青少年活動センターでは、全４回で陶芸ワーク
ショップを開催しました。一般的な体験は成形で終わりです
が、その後の削りや釉薬掛けまでの工程を参加者全員で行い
ました。
“お茶を楽しむうつわ”をキーワードにそれぞれ思
い思いのコップやお皿ができあ
がりました。色を決める釉薬で
は、意外にも渋い茶色のグラデー
ションが出る“天目（てんもく）
”
が人気でした。最後は互いの作
品を見合いながら秋を感じるお
茶会を楽しみました♪

はじまるさろんを開催しました！

第 50 回フリーマーケット in みなみ

9 月 13 日（土）
、伏見青少年活動センターでは、地域若者サポーターの息子さ
んでひきこもりを経験された 30 代の男性をゲストに迎えて、
「はじまるさろん」
を実施しました。
ゲストスピーチでは、お母さんも一緒に座ってい
ただき、それぞれの当時の思いを語っていただく中
で改めて気づきあう点も多く、もっと早く気付いて
いれば、という声も聞かれました。その後のグルー
プ討議では、参加者の方からも自身に関する事例の
紹介や悩みを語っていただくとともに、ゲストの話
を交えながら全員で考える時間となりました。

9 月 21 日
（日）
、通算 50 回目となる
「フリーマー
ケット in みなみ」を南青少年活動センターにて開
催。今回、近隣店舗の皆様にも協力いただき、軽
食コーナーでのコラボ販売（協力：坂ノ途中 soil
さん）や抽選会など 50 回記念特別企画を実施し
ました。普段センターを利用されているダンスチー
ムなどのパフォーマンスもあり、近隣住民の方を
中心に多くの来場者で賑わいました。

毎号拝見しています。個人的に
不登校ひきこもりのサポートを
する NPO で活動している人間
ですので、すごく興味を持って
読ませていただいています。特
にねっとわーくのページで団体
の紹介を読みながら、いろいろ
な団体さんのことを知る機会に
なってありがたいです。分野が
違うとなかなか情報が入らない
ので助かっています。
京都教育サポートセンター
南山勝宣

7 つの青少年活動センター
北青少年活動センター

陶芸ワークショップ
「お茶を楽しむうつわをつくろう」

読者の声

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/

中京青少年活動センター
住

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/

東山青少年活動センター

南青少年活動センター

山科青少年活動センター

伏見青少年活動センター

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：〒 601–8441
京都市南区西九条南田町 72
ＴＥＬ：075–671–0356
ＦＡＸ：075–671–0360
ＵＲＬ：http://www.ys-kyoto.org/minami/

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：〒 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

下京青少年活動センター
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、高、大学校、京都府内の大学、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、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担当：岡本（電話075-213-3681、
Fax075-231-1231）
まで。
次回、4 月 1 日付発行の 21 号への広告掲載申込は 12 月末日までにお願いします。

休館日

発

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
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