
〒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● ぽにょの虫バトルトランプや、イソカツ・カナカツ中高生の
描くイラストなどの作品は「すごい！面白い！」と感じるもので溢れており、
いろんな方に見て頂きたいと思う今日この頃です。どこかで機会があり
ましたら是非ご覧ください！（西村有貴）

認定ＮＰＯ法人コロンブスアカデミー通信

生きづらさを抱えた子ども・若者のトータルサポート

題字デザイン：せきぐちあやと（ぽにょ+）

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。

2018年6月1日（金）に新住所に移転、再オープンしました！

新住所は、磯子区役所の隣で、トイザらスの2階と言うとても分かりやすいロケーションです。

また、入り口の相談室から奥の居場所スペースまでを見渡すことが出来るワンフロアとなりました。

2008年の開所から、11月で10周年を迎える記念の年です。新しい場所で心機一転、これからも困難を

抱える多くの若者たちのプラットホームになれるように、地域に根差した活動にも一層努力をしてまいります。

磯子区青少年の地域活動拠点「イソカツ」と同じフロアにありますので、是非見学にお越しください。

●PPAサポーター 一口 1,000円/月…主にぽにょ+の保護者

●ユースサポーター 一口 1,000円/回…主にコロンブスの生徒のOB

●ジュニアサポーター 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。）

応
援
会
員

正会員 入会金 10,000円

年会費 10,000円

賛助会員 年会費 1口2,000円（3口以上）

賛助法人会員 入会金 50,000円

年会費 1口50,000円（1口以上）

特別会員 入会金 10,000円

年会費 10,000円

＜ 振 込 先 ＞

◆三菱東京UFJ銀行 大塚支店

口座番号 普通預金1359397

口座名 特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

◆ゆうちょ銀行

口座番号 00170-8-188789

口座名 特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

HP◆http://www.k2-inter.com

2018.10.27(土)10時-18時

不登校、ひきこもり、発達障がい、ニート、家庭内
暴力…生きづらさを抱えたこども・若者、その家族や
周囲にいる支援者、関係者の相談をお受けします。
経験者の話や保護者向けセミナーも開催いたします。

会場◆ Live Box M6（モンビル横浜根岸）
🏣235-0005 横浜市磯子区東町15-32-6F

後援◆ 横浜市こども青少年局

『そのままで～YES as it is.～』
9.25(火)-28(金) 15時-18時

29(土) 13時-15時

【 会 場 】
金沢区青少年の地域活動拠点

●◆カナカツ◆●
🏣236-0028 横浜市金沢区

洲崎町2-6アイワパークサイドビル

Tel&Fax／ 045-374-4035

●開所時間
月曜日～土曜日 11時～19時
（土曜日は相談室のみ開所）
日曜日・祝日・第3月曜日休館

●対象
横浜市内にお住いのおおむね
15歳～40歳未満の若者及びその家族

●場所
〒235-0016

横浜市磯子区磯子3丁目4番地23号 浜田ビル2階
（JR磯子駅より徒歩5分）

事務局・お問い合わせ Tel／045-761-4323
Email／info@nanpla.jp Fax／045-761-4023

相談専用☎ 045-761-4313
Email／Soudan@nanpla.jp
http://www.nanpla.jp

月曜日から金曜日は講座やクラブを行っています。
講座ではスポーツデーや外部講師を招いたボイストレー
ニング、ゴスペル講座に職業人セミナーなど。
クラブでは将棋倶楽部や女子限定のAfternoon tea
など内容は様々です。

居場所にはたくさんの
漫画や本があります。
将棋やカードゲームが
人気です。

ビル2階までは階段
又はエレベーターが
使えます。なんぷらと
イソカツは同じ玄関
口になっています。

この度、3回目となるこの美術展は金沢区内
の小中高校生から公募によって作品を集め、
有志の中高生が中心となって開催しています。
たくさんの皆様のお越しをお待ちしております。



中学生・高校生

親と子の
つどいの広場

プレ教室ぽっかぽか

おもしろい子を育てる!
放課後ドラマ ぽにょ＋

K2ハウス寮
オラシオ寮自立援助ホーム

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。

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

乳幼児・小学生 青 年

金沢区青少年の
地域活動拠点 カナカツ 【開所日時】 火～金曜日 15時～20時

土曜日 13時～17時

◎寮生からの近況レポートです。

《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、
子ども達の放課後ドラマをサポートする場です。

途切れのない支援

プラス

4月に10周年を迎えたくすくすでは、
毎年「幼稚園・保育園座談会」を
開催しています。
先輩ママや、保育・教育コンシェル
ジュさんが来てくださり相談ができます。
今年は6月に1回目を行い、わから
ないことがたくさんで不安だったママ
たちも、お話を聞いたり情報を知る
ことができ、参加してよかったと話され
ていました。
9月と10月にも開催予定です。

今年で9年目のぽっかぽかも4月から12名で元気にスタートしています。

5月からは母子分離となり、早く雰囲気に慣れて楽しんでもらえるように
作った、ぽっかぽかの子ども達全員が登場するオリジナル絵本が今では
大人気です。入園に向けて、親子で安心して過ごせる場所をこれからも
作っていきたいと思います。

私は入寮して１年が経ちました。その間に、いろいろな経験
をして、仲間達との楽しかったこと、つらかったことなど、たく
さんの出来事がありました。
先日、代々木高校のスクーリングがあり、三重県の賢島
というところまで勉強しに行きました。これまで他の学校では
スクーリングでつまづいていましたが、今回は途中から不安も
消え、無事に課題を終えて、帰ってくることができました。

1年前には、こんな体験ができる
とは思っていませんでした。自立
援助ホームに入ってよかったと思って
います。これからも就労研修や勉強
をがんばって、高卒資格取得を目標
に努力していきたいと思います。

虫好きの子に大人気の企画「虫キャンプ」

で7月に奄美大島へ行きました。到着すると
早速虫探しをし、クワガタや大きなバッタなど
を捕まえました。虫取りだけでなく海水浴や、
流しそうめんにBBQ、夜にはキャンプファイ
ヤーや花火も楽しみました。また、室内では
ぽにょっこの手描きイラストの入ったオリジ
ナル”虫バトルトランプ”をし、朝から晩まで
満喫した3日間を過ごしました。

磯子区青少年の
地域活動拠点 イソカツ

【開所日時】 火・木曜日 15時～20時
土曜日 13時～18時

楽しみにしていた「芋ほり遠足」。

にこまるソーシャルファームのじゃがいも堀りイベントに参加
しました。じゃがいもや野菜の収穫で汗をかき、お昼には
新じゃがをお腹いっぱいいただきました。最後には水を
まいたドロドロ畑でどろんこに！
帰りに、「挨拶が元気でいいね、お手伝いも助かったよ。
ありがとう」といろんな人からたくさん声をかけてもらったと
少し照れ臭そうに、でもステキな笑顔で教えてくれました。

６月におこなった「カナカツおはなし会」。

夏休みの期間をつかって「中高生のボランティア体験・職業体験」を

行いました。参加したメンバーはそれぞれの体験の中で、相手に喜ばれ
嬉しくなったこと、自分から動き出すことの大切さに気がついたなど感想を
くれました。このような体験をこの先も続けていきたいと思います。

「金沢区地域子育て支援拠点とことこ」
での開催

土の中からゴロゴロ
出てくる芋に大興奮!

《 お知らせ 》
富岡東地域ケアプラザにて
月２回「出張いろは塾」
が始まりました。

お揃いの64(むし )Tシャツを
着た22人のぽにょっこ大集合!

金沢区寄り添い型
生活・学習支援事業横浜いろは塾

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

綺麗な海でバナナボートやシーカヤック
などマリンスポーツを楽しみました!

磯子区・中区の幼稚園や保育園に
お子さんを通わせているママたちが
お話ししてくださいました。

オリジナル絵本は毎回、帰りの会で
次回も楽しみになるように読んでいます。

つどいの広場・夢たまでのボランティア体験では
乳幼児親子と交流の機会がもてました。

くすくす

「金沢紙芝居の会かなみん」に教えて
もらった紙芝居のほかに、手遊び、
ペープサート等を行いました。
大勢の親子の前での発表に緊張して
いたメンバーも、たくさん拍手をいただき
「楽しかった。またやりたい！！」と嬉し
そうでした。
これからも、地域の方にご協力いただき
ながら、中高生の活動をサポートして
いきます！

誕生日には寮生の仲間達、スタッフの皆さんから
お祝いをしてもらい、楽しい一日を過ごせました。

職業体験で訪れた杉田劇場では、コンサート
のサポートや夏祭りの出店など行いました。

2018.11.22(木) 13時30分-15時30分

場所◆ LiveBoxM6（モンビル横浜根岸）
講師◆ 宮島 真希子氏（横浜コミュニティデザイン・ラボ理事）

対象：生きづらさを抱える若者の支援者、保護者

生きづらさを抱える若者にとって暮らしよい環境について、
ヒントを見つけに来てみませんか。

●申込み Tel／045-761-4323

Fax／045-761-4023 Email／info@nanpla.jp

《コロンブスアカデミー自主事業》

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。


