認定NPO法人コロンブスアカデミー通信

2018年2月にKIAORA題字コンテストを行いました。
集まった51作品の中から投票により、最優秀賞は・・・

せきぐち あやとさん（ぽにょ＋・小学2年生）

の作品に決定しました！
今回の第64号より使わせていただきます。
ご応募いただいた皆様、ありがとうございました。

生きづらさを抱えた子ども・若者のトータルサポート

最優秀KIAORA賞の作品は
こちら！大好きな野球の道具
をモチーフにした元気あふれる
作品です。

コロンブスアカデミーは、2017年11月28日に磯子区青少年の地域活動拠点の運営を開始しました。
“イソカツ”の愛称で親しまれています。拠点事業では、次の3つのテーマを柱に磯子区のスタイルで取り
私たちの活動を支えてくださる会員、応援してくださるサポーターを募集しています。
正 会員 の皆 様は 、総 会に ご 出席 いた だ ける 他 、活 動報 告 （事 業報告 書年 １回 ・KIAORA
年２回）をお届けしています。皆様のご支援・ご協力があってこそ、みんながいきいきと活動し、働く場
を作ることができています。この場を継続していくために、ぜひコロンブスを応援してください！
どうぞよろしくお願いいたします。
正会員

入会金

10,000円

年会費

10,000円

◆三菱東京UFJ銀行 大塚支店

賛助会員

年会費

1口2,000円（3口以上）

口座番号

賛助法人会員

入会金

50,000円

年会費

1口50,000円（1口以上）

◆ゆうちょ銀行

入会金

10,000円

口座番号

年会費

10,000円

口座名

特別会員

応
援
会
員

●PPAサポーター
●ユースサポーター
●ジュニアサポーター

＜ 振込先 ＞

口座名

普通預金1359397

組んでいきたいと思います。

フリースペース
学習スペースを使って自習や
読書をしたり、友達と来て卓球や
トランプなどをして過ごしています。
また、月に一回『運営委員会』の
ミーティングを開きイベント等の
企画をしています。

異世代交流の場

社会参加ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

子どもから大人まで一緒に百人
一首を楽しんだり、地域の方が
講師として子どもたちにものづく
りなどを教えてくださっています。
運営委員会のメンバーが主体
となって「縁日」を開いています。

地域にある様々な施設・団体で
のボランティア体験・職業体験や
就農体験を企画し、将来の
仕事ややりたいことに繋げたり、
多様な人との関わりから学んで
いってほしいと思います。

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー
幼児・小学生向けの
縁日が好評です！

00170-8-188789
特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

一口 1,000円/月…主にぽにょ+の保護者

個別の勉強机で集中。

一口 1,000円/回…主にコロンブスの生徒のOB

運営委員会のミーティン
グ中…みんなでアイディア
を出し合っています。

一口 500円/回…主にぽにょ+のOB（小中学生限定）

賛助会員・応援会員・寄附して頂いた方には認定NPO法人として「寄附受領証」を発行しています。
認定NPO法人に対しての寄附について、寄附金控除が適用されます。

＊寄附金控除には確定申告が必要です＊
確定申告の際に寄附受領証が必要となります。（詳しい内容につきましては、内閣府のホームページやお近く
の税務署にお問い合わせください。「2,000円を超える額」という基準があるため、金額によっては控除の適用が
受付られない場合もあります。）

〒235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町9-9
Tel:045-761-0167 Fax:045-751-9460
メール:columbus@k2-inter.com
URL:http://npocolumbus.or.jp/

編集後記： 『イソカツ』や『根岸モンマルシェ』と新しい取り組み
が次々と生まれています。その場で出会った人たちと共感し、
協力し合いながら、これからもメンバーが輝く場を作っていきたいと
思います。（西村 有貴）

題字デザイン：せきぐち あやと（ぽにょ＋）

ものづくり講座
の様子

お出かけ企画で
「磯子音楽祭」に
行ってきました！
にこまるファームでの、
じゃがいも植えイベント
に参加しました。

対 象 ●中・高校生世代
開所日時●火・木曜日 15時～20時
土曜日 13時～18時

〒235-0016
横浜市磯子区磯子3丁目4番地23号 浜田ビル2階
℡ 080-4423-1876

途切れのない支援

子育て広場

くすくす

親子で自由に来て、ゆったりとあそべる居場所です。
子育ての相談やママのための講座の参加もできます。

【開所日時】 月～金曜日 10時～15時

2～3歳で初めてお母さんと離れ、1年間保育士
やお友だちといろいろな遊びや体験を通して、
幼稚園・保育園に通う準備をしています。

慣れて行き、今ではお友達とかけっこをしたり、遊ぶことを楽しむよ
うになりました。お母さんたちも一年で仲が深まり、我が子の成長は
もちろん他のお子さんの成長を一緒に喜び合い、「ママ同士共感で
きる仲間ができた。」「ぽっかのおかげで、ママとしても成長ができまし
た。」と座談会で話されていました。4月からは別々の幼稚園になりま
すが、これからもぽっかメンバー同期としてこの絆を大切にしていきたい
と思います。
はじめはバラバラでも、子どもたちは少しずつ
協力し合うことを覚え成長していきます。
2月に行った「お遊戯会」もその一つです！

お弁当を食べる練習
もしました。
みんなで楽しく食べる
のでお弁当箱は毎回
ピカピカです★

プラス

ぽにょ＋

【開所日時】 火～金曜日 15時～18時30分
土曜日 13時～17時

秋の美術展

春の音楽祭

はじめはほとんどの子がママと離れる時に泣いていましたが少しずつ

おもしろい子を育てる!
放課後ドラマ

カナカツ

『第2回秋の美術展』 金沢高校＆金沢総合
高校の美術部員の皆さんと共に行いました。
横浜美術館にもご協力いただきワークショップ、
「ヨコハマトリエンナーレ」の鑑賞など、貴重な
体験ができました。
美術部のメンバーと
『秋まつり』 国際交流ラウンジの日本語とスペ
準備・運営進めました。
イン語の読み聞かせは大変好評でした。
『春の音楽祭』 横浜市大吹奏楽団「奏(かな 秋 まつり
で)」の皆さんに演奏していただきました。

なく10周年を迎えます。たくさんの方に来て
いただき、ママサポーターとして一緒に広場を
支えてくださったみなさんに感謝申し上げます。
遊びに来ていた小さな 子どもたちが成長し
小学生になり、今はぽにょ＋に通っている子も
います。
これか らも地域で 子ど もた ちの 成長を共に
見守り、ママたちにとって気軽にいつでも来れ
る居心地のいい広場を目指していきたいと
思います。

ぽっかぽか

金沢区青少年の
地域活動拠点

春と秋に大きなイベントを開催しました。

2008年度にスタートした『くすくす』は、まも

プレ教室

青 年

中学生・高校生

乳幼児・小学生

横浜市大吹奏楽団
「奏」による演奏

金沢区寄り添い型
生活・学習支援事業

国際交流ラウンジの
「絵本の読み聞かせ」

横浜いろは塾

横浜市金沢区の委託を受け、さまざまな事情により支援を必要とする小学生から高校生まで
対象の生活・学習支援事業を行っています。

【開所時間】 火・水・金曜日13～20時／木曜日13～18時／土曜日11～18時
大学生や地域の方々に学習支援や生活支援のサポートをしていただいています。
今回はいつも笑顔で子ども達を見守ってくださるボランティアさんから一言いただきました。

私はいろは塾でボランティアを始めて約１年たちます。はじめはメンバー
との接し方も手探りでしたが、個別学習指導や休憩時間にゲームを
しながら時間を共有することで繋がりができ、
今は楽しくボランティアをしています。
メンバーが『自分たちは大切であること』、そして
『それぞれに能力と可能性が与えられていること』
を知り、いろは塾を通して成長していくように願い
つつ、私もそのお手伝いができれば嬉しいです。

《コロンブスアカデミー自主事業》
学校(教育)でもなく、家庭(しつけ)でもない、
子どもたちの放課後ドラマをサポートする場です。

よこはま南部
ユースプラザ

なんぷら

横浜市との協働事業で、ひきこもり・不登校などの
思春期・青年期問題の総合相談を行っています。

【開所時間】 月～金曜日 11時～19時／ 土曜日 相談室のみ開所

『野毛地区センターまつり』に、5人のなんぷらメンバーがボラン
ティアで参加しました。昨年に引き続き、昆虫クラフト体験ブースを
担当しました。
横浜市環境創造局のみどりアップ計画に
よる間伐材を使用したクラフトで、カブトム
シやテントウムシのパーツに色を塗り、組み
立ててオリジナルのキーホルダーを作る
ワークショップのお手伝いでした。たくさんの
子どもたちが参加し大盛況でした。
ボランティア体験をした5人もとても楽しんで
子どもたちと触れ合う機会となりました。

自立援助ホーム

K2ハウス寮
オラシオ寮

丸いフォルムが可愛い
キーホルダーが完成★

家庭的な雰囲気で暮らす中で、一人ひとりの状況に合わせてそれぞれの自立の形を
めざしサポートを行っています。

◎昨年ホームに入寮したメンバーからのレポートです。

私は2017年9月にオラシオ寮に入寮しました。これまでの生活や
イベントの中で一番思い出に残っているのは『Ｋ2クリスマスフェスタ
とお正月』です。
Ｋ2クリスマスフェスタでは、100人のメンバーが集まりみんなで
サンタクロースの衣装を着て根岸森林公園で写真を撮ったり、踊っ
たりしました。また何カ月も前から練習し、ステージに立ってアカ
ペラを披露したことも緊張しましたがとても楽しかったです。
お正月には共同生活のメンバーで焼き肉を
食べ、八景島シーパラダイスのカウント
ダウ ン花火を観に行きました 。寮や外で
みんなでゆっくり団らんできたことが良かった
です。
今年の4月から は 初め ての高校生活 が
スタートします。これからもいろんな人の
サポートを受けながら、楽しむことを忘れず
頑張っていきたいと思います。

『根岸モンマルシェ』でPPA(ぽにょ＋保護者)がこども服などのフリーマーケットを
出店しました。ぽにょっこも手作りのUVレジンアクセサリーを出品し、販売のお手伝い
をしました。地域の方やぽにょっこも家族でたくさん遊びに来てくれました。
（根岸モンマルシェは、根岸駅前のモンビル1階広場で毎月第２土曜日に開催されるイベントです。
美味しいコッペパンやたこ焼き屋台、ファーム野菜の販売、他フリーマーケットもあります。）

是非、一度足を運んでみてください。

よこはま南部ユースプラザ
アクセサリーを作った
子どもたちはデザイン
もラッピングも楽しん
でいました♪

不登校相談

横浜市在住の
15-39歳の若者の相談

神奈川県青少年センター補助事業

℡045-761-4313

ﾒｰﾙ columbus@k2-inter.com

℡045-761-0167

