認定NPO法人コロンブスアカデミー通信

新しい題字に変わりました！
2019年8月に題字デザインコンテストを行いました。

キアオラとは、ニュージーランドの
マオリ語で「こんにちは」
「お元気ですか?」という挨拶です。

多数の応募作品の中から最優秀賞に選ばれたのは・・・

おかざきこうしさん（ぽにょ・小学3年生）の作品です！

生きづらさを抱えた子ども・若者のトータルサポート

バランスのとれた
文字の配置、丸みを
帯びたフォント。
絶妙な色遣いが
決め手となりました！

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
特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

昨年度に引き続き、よこはま南部ユースプラザでは
社会参加に困難を抱える若者について考えるセミナー＆相談会を南部地域の各区役所で開催し、
不登校経験のある当事者に体験談を話していただきます。
不登校だった時、本人はどんな気持ちで何を考えていたのでしょうか？
きっと100人、100通りの物語がそこにはあると思います。
当時を振り返って今だから言える話に耳を傾け、
どのように不登校やひきこもりから一歩を踏み出せたのか？に焦点を当て、
誰にも相談できず孤立してしまう若者に必要なサポートに
ついて考える機会にしたいと思います。

戸塚区 10月17日(木)

金沢区 10月30日(水)

港南区 11月28日(木)

栄区 12月4日(水)

◆申し込み方法

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
一口 1,000円/回…主にコロンブスの生徒のOB
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。）

セミナー…当日先着50名・無料
個別相談…要事前予約(先着6名)・無料/10月28日(月)から申込受付開始
◆連絡先 よこはま南部ユースプラザ/045-761-4323(月～土・11時～19時)

不登校・ひきこもり 集中相談会

大好きな夏も終わり、秋風がさわやかになってきました。
今年も花火大会やファームでのBBQ、海でのイベントなど大人も子どもも
真っ黒に日焼けした楽しい思い出いっぱいの夏でした。
これで終わりと思いきや、秋にはさっそくおいも掘りや文化祭など秋を楽しむイベン
トが盛りだくさんです。今から準備しよ～っと！！
編集後記：(田中 優衣)

題字デザイン：おかざき こうし(ぽにょ＋)

無料

2019年9月21日(土)9:00(受付開始)～18:00
◆当事者向けセミナー・家族向けセミナー
11:00～12:00
※セミナーは別部屋で同時刻に開催します。

◆個別相談会(予約制)
12:00～17:00

〒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/

磯子区 11月18日(月)

対象：
不登校やひきこもり
などで悩むこども・
若者とご家族
(学齢期~39歳)

◆会場：モンビル横浜根岸6階(根岸駅前・Live BoxM6)
お問い合わせ・申込先：045-750-0039
後援：横浜市こども青少年局 次回は12月7日(土)予定

途切れのない支援

親と子の
つどいの広場

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。

くすくす

磯子区青少年の
地域活動拠点

【開所日時】 月～金曜日 10時～15時

夏休みの間に、『小学生と楽しむお話会』というイベントを開催しました。
ぽにょ＋の小学生たちが何日も前から準備をして、くすくすに遊びに来た親子
を楽しませてくれました。お話会の後は縁日も用意してあり、お兄さん・お姉さ
んの店員さんたちが優しく相手をしてくれました。
くすくすの子どもたちは目をキラキラさせて楽しんでいました。
釣れるかな？

集中して聞いています

プレ教室

今回の杉劇夏祭りのテーマはアフリカ開発会議の横浜開催を受け、
「ふしぎなアフリカ、たのしいアフリカ大世界」ということで、イソカツメンバーも
アフリカについて調べながら、みんなで作品『サバンナの夕焼けと動物』を
作成し、杉田劇場に飾りました！
『サバンナの夕焼けと

いらっしゃいませ～！

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。

プレ教室ぽっかぽかは、今年で10年目を

おいも見つけたよ！

ぽにょ+

動物』

【イソカツメンバーの感想】
アフリカのイメージをみんなで話し合って
いたら、サバンナの夕焼けや動物を思い
浮かべるメンバーが多かったので、
絵の具でポンポンしてこの作品を作りまし
た。旗は色を迷ったのですが、黄色にした
ら飾った時にとてもバランスがよかったので、
両方を合わせて「アフリカ」が表現できた
と思います。

よこはま南部
ユースプラザ

なんぷら

金沢区青少年の
地域活動拠点

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。

なんぷらでは無電源系ゲーム(ボードゲームやカードゲーム)が最近の
人気です。
通い始めたばかりのメンバーにとっては、最初に参加しやすいプログラムです。
「うみがめの島」「テレストレーション」「ハゲタカのえじき」など新しい
ボードゲームも続々と増え、初めてのメンバーも常連のメンバーも
毎回とても盛り上がっています。
居場所に笑い声が
響きました♪

絵の具で
ポンポン♪

UNOなど定番の
カードゲームもあります！

【開所日時】 火～金曜日 15時～18時30分
土曜日 13時～17時

カナカツ

年

【開所時間】 月～金曜日 11時～19時／ 土曜日 相談室のみ開所

金沢区寄り添い型
生活・学習支援事業

迎えました。毎年参加しているにこまるソー
シャルファームの『じゃがいも掘りイベント』に
は、今年は初めて全員が参加し、普段はで
きない体験がたくさんできました。
小学生から大人まで、様々な世代から見
守られ、ぽっかぽかの子どもたちものびのびと
過ごしていました。
じゃがいもを掘った後のいも洗いもとても楽し
んでいました。収穫したてのじゃがいもを使っ
たランチでは、ポテトチップスが大人気でした。
最後に、どろんこ遊びに挑戦したメンバーも
いました。
10月のさつまい掘りも今から楽しみです。 きれいにな～れ！

放課後ドラマ

中高生世代のフリースペース・交流・社会体験
【開所日時】 火・木曜日 15時～20時
土曜日 13時～18時

イソカツ

今年は杉田劇場の夏祭りに作品展示で参加させていただきました。

金魚すくいや輪投げ、りんごあめ、焼きそばなど…

ぽっかぽか

青

中学生・高校生

乳幼児・小学生

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

～ボランティアスタッフからのレポート～

今回、私は中高生メンバーのボランティア体験の引率をしました。
泥亀ケアプラザでは高齢者のレクリエーションのお手伝い、
ふきのとうでは幼児プールの見守り、野島研修センターは
宿泊室の点検作業を行いました。初めてのことに戸惑いを
覚えたり、楽しい経験をしたり、中高生メンバーにとって
異世代交流の有意義な時間になったと思います。
それぞれがその場で求められていることを察知し、
自分で考えて行動する。そんな場面に立ち会えて私も嬉しかったです。

富岡東地域ケアプラザにて、月２回行っていた「出張いろは塾」が、
６月からは毎週火曜日の開催となりました。
新しいメンバーも増えてきたため、ひとりひとりが十分なスペースでより学習に
集中出来るよう、８月からは広い部屋へ移動しています。
中学３年生のメンバーは、高校受験を控え受験対策の学びを少しずつス
タート。金沢八景までは遠くてなかなか行けない１、２年生にとっても、
集中して学習ができる環境となっています。
ケアプラザの職員さんにも毎週よくしていただき感謝です。
今後も中高生の学習の場、また居場所として活用して
いけるよう運営していきたいと思っています。

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。

8/7

キリングループ労働組合の皆さまから
ご寄付を頂きました。

ガールズツアー(原宿)
9名の女子でスペシャルな
おでかけ♪

7/26~7/27
ぽにょ合宿
(野島青少年研修センター)

47名参加

8/1~8/3
虫キャンプ(石巻)
クワガタやカブトムシを
捕まえました！
海の公園で海水浴！

16名参加

8/24
K2夏祭り
(モンビル１F/6F)
白熱した虫ビンゴ！
特賞はヘラクレス
オオカブト

新しい靴箱にぽにょ＋のこども達も保護者も大喜びです！
LaQ、どうぶつしょうぎも大事に使わせていただいております。
心より感謝
申し上げます。
土曜保育メンバーと記念撮影

