認定NPO法人コロンブスアカデミー通信

カナカツ思春期セミナー

イソカツ思春期セミナー

5月16日(土)10:30～12:00

7月4日(土)10:30～12:00

「思春期のこころと性」

「思春期を取り巻くSNS」

講師：岩室 紳也氏

講師：宮崎 豊久氏

会場：カナカツ3階

(金沢区洲崎町2-6

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。

会場：イソカツ

生きづらさを抱えた子ども・若者のトータルサポート

(磯子区磯子3-4-23 浜田ビル2階)

アイワパークサイドビル)

申込開始日:５月11日(月）～

申込開始日：4月11日(土)～

ちょっと難しくなってきた子育て…
ヒントを探しに来てみませんか？

対象：思春期のお子さんをもつ保護者の方、
支援者、地域の方。

コロンブスアカデミー20周年おめでとうございます。
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

2000年代の初め頃、小中学生の不登校は知られていました。
しかし進学や就職などで壁にぶつかり、どこに出口があるのかが分からず
途方に暮れる若者たちの存在は認識され始めたばかりでした。
横浜でも行政として若者支援に取り組むことを考え、
コロンブスアカデミーと巡り合いました。
「なぜ働かない若者を支援する必要があるのか」という声もありましたが、
コロンブスアカデミーに来る若者たちを見て「必要な支援だ」という確信を
持ちました。横浜で多様な子ども・若者支援の事業が展開されているのは、
それを担う人材や団体があるからです。

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
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）

また自由な発想で展開されているコロンブスアカデミーの事業は、
赤ちゃんから幼児期、学童期、青年期と様々なライフステージに応じ
本人に沿った多様な支援と居場所が必要だということを学ばせてくれます。
人は独りでは生きていけません。
コロンブスアカデミーの活動には人と人をつなぐ力があると応援しています。

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。

前田正子

＊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/

コロンブス20周年！20年前の自分はまだ小学生時代を謳歌していました。
不思議ななりゆきでこの20周年に立ち会えたことを嬉しく思います。
今までもこれからも、人生どこで何があるかわからないものですね。
20周年節目の年、スタッフ一丸となって頑張って行きまーす！
編集後記：(田中 優衣)

題字デザイン：おかざき こうし(ぽにょ＋)

前田正子さんのご紹介
甲南大学マネジメント創造学部教授
横浜市副市長（2003年～07年）として、福祉・医療・教育を担当され、K2とは、こども青少年局の
立ち上げにご尽力されていたころに出会いました。横浜市国際交流協会理事長を経て2010年より現職。
毎年、甲南大学の前田さんの講義で学生たちに若者支援の現状やK2の取り組みについて話をさせていただ
く機会を与えていただいています。
2019年7月からは、コロンブスアカデミーの理事に就任していただきました。
K2の活動に常に理解と協力をいただいている頼もしい存在です。
主な著書に『福祉がいまできること』（岩波書店 2008年） 『大卒無業女性の憂鬱』（新泉社 2017年）
『無子高齢化』（岩波書店 2018年）などがあり、著書の中でも私たちの活動を紹介してくださっています。

途切れのない支援

親と子の
つどいの広場

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。

11月に、磯子警察署生活安全課の

プレ教室

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

方に来ていただき、『防犯講座』を行い
ました。振り込め詐欺については、事例
をDVDで見ながら気をつける点を知る
ことができました。ママたちにも、家族に
も、スタッフにも関係があるお話で、質
問も積極的に出ていました。
来年度も、ぜひ来ていただきたいと思っ
ています。

ぽっかぽか

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

防犯講座
くすくす
お話会♪

～3月3日(火)まで、杉田劇場の
ギャラリーにて開催しました。会期中は
J:COMの取材等もあり、磯子区長を
はじめたくさんの方に足を運んでいただき
ました。ありがとうございます。

横浜美術館にも
協力していただきました！

イソカツメンバーで
協力して船作り！

共同制作、船の
フォトスポットの
完成～！

109点の力作が
集まりました！

いられるのかな？等と思うことも
ありましたが、回を重ねるごとに
”ママー楽しかった！”と満足気な
笑顔で話してくれる息子を見て
成長を感じる事ができました。
ママ達と育児話を共有共感したり、
おしゃべりしてリフレッシュできました。
何より先生方のサポートが
素晴らしく、ぽっかぽかに通わせて
良かったです。

みんなとても可愛かった
ミニ運動会！

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～18時30分
土曜日 13時～17時
中国語、ポルトガル語の
絵本の読み聞かせ

聞かせを始めて5年目になります。
カナカツに集う中高生世代と、かもめ教室で
日本語を学ぶ子どもたちとのコラボレーション
企画です。
かもめ教室の生徒が母国語、カナカツメンバー
が日本語訳で、一緒に絵本の朗読をしました。
こども達同士の国際交流の場となり、少しでも
お互いを知る良い機会になっていると思います。

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。

～ぽにょロボットプログラミング教室～

ぽにょ塾の一つとして、3年前よりぽにょロボットプログラミング教室を行っています。

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

「なんぷら保護者交流会」
なんぷらの保護者交流会は、解決を目指すのではなく、
保護者同士のピアカウンセリング的な役割を担い、
生きづらさを抱える本人を次のステージへ促すためのヒントと
保護者が勇気を得ることを目的としています。
同じ悩みを抱える親同士だからこそ、共感し慰められ、
少し先行く保護者の経験談からさまざまな情報を得ることも
出来ます。親戚や親兄弟にも言えなかったと悩む母親は
とても多いです。1人で悩まず、母（父）自身が孤立しない
ためにも是非なんぷら保護者交流会にお越しください。

文字を
コラージュ♪

カナカツ秋まつりで、外国語の絵本の読み

母の日のプレゼント作り♪

よこはま南部
ユースプラザ

年

毎月第4土曜日の15時からなんぷら居場所にて開催。

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。

最初の頃はじっと座って聞いて

ぽにょ+

イソカツ

第2回イソカツ美術展を2月27日(木)

～ぽっかぽかに参加してるママからのレポート～

放課後ドラマ

青

中学生・高校生

乳幼児・小学生

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

富岡東地域ケアプラザの多世代交流イベン
ト「野菜をたっぷりカレーを食べよう」に
参加させて頂きました。ケアプラザ内の畑を
見学し、そこで収穫された野菜を使って地域
の方々にコツを教わりながら美味しいカレーを
作り、一緒に机を囲んで昼食を楽しみました。
メンバーたちも調理から片づけまで盛り上
がっていました。

スタート時はマウスを触るのが初めてと
いう子もいておぼつかない感じでした
が、今ではぐりぐり動かして操作できる
ようになりました！

月に3回、K2ビル4階にて、ノートPCをズラリ並べて行っています。教室は年間単位で3クールに分かれており、
1.Scratchを使ったビジュアルプログラミング
2.LEGO WeDo2.0を使ったロボット制作とプログラミング
3.マインクラフトを使ってマルチプレイとブロックを使ったプログラミング。の3つを4ヶ月単位で行っています。
その他に、タイピングの練習も随時行っており、ブラインドタッチを目指してタイピングソフトで練習しています。
ぽにょで1番楽しみな時間といってくれる子もいて、とてもうれしいです。
これからもより楽しくてためになる教室にしていきたいです。

カレーライスとスイートポテト作り

完成～！

1クラス6人で、たまに暴走して怒られる
こともありますが、仲良く和気あいあい
と楽しく学習しています。

