
事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

4月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上のに
ほんごボランティア・日本語学習者の子ども若干名

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを
目指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制で2,000円です。講師はボラ
ンティアが担当。にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができること
を目指す。

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

3

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みん
なで簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：ふらっと＆ボランティア

仕事や人間関係、生き方など青少年の様々な悩みについて専門のカウンセラーが一緒に考えます。
事前の予約者に専門のカウンセラーが応対します。１人５０分間。予約多数の場合はセンターで調整します。

事業の概要／プログラム内容／講師など

実施日時／会場

6・13・20・27日　毎週火曜日　19:00～21:00／会議室

実施日時／会場

月曜コース　5.12.19.26日　19:00～20:30
土曜コース　3.10.17.24日　10:00～11:30
学習コーナー(ロビー奥)

実施日時／会場

25日曜日　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか

４月伏見青少年活動センター



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション（厚生労働省委託事業）

事業タイトル

スペイン語コミニュケーション講座

青少年の様々な悩みについて，専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる，一回50分のカウンセリングが受けられます。要予約。

事業の概要／プログラム内容／講師など

実施日時／会場

11,18,25日（火）18：00～／会議室 青少年

参加対象・募集人数

事業の概要／プログラム内容／講師など

初歩的な日常会話を習得します。また２回の特別講習では、スペイン語圏(特にラテンアメリカ）の人や生活に触れるため料理や音楽などを体験して、会話を多角的に学びます。

実施日時／会場

13,20,27日(木)　19:00～20:30　会議室
参加費　12,000円(12回)

3

4

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上のに
ほんごボランティア・日本語学習者の子ども若干名

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを目
指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担当。
にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

実施日時／会場

月曜コース　10.17.19.26日　19:00～20:30
土曜コース　8.15.22.29日　10:00～11:30
学習コーナー(ロビー奥)
参加費　2,000円(１０回分)

参加対象・募集人数

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。(フリーター・主婦の方も参加でき
ます）

5月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター
参加対象・募集人数

2
課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

参加対象・募集人数

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みんな
で簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。

事業の概要／プログラム内容／講師など

実施日時／会場

30日（日）　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

５月伏見青少年活動センター



事業タイトル
日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル
みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル
ハートナビゲーション

事業タイトル
スペイン語コミュニケーション講座

6月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数

4

参加対象・募集人数
13～30才までの青少年
12名

事業の概要／プログラム内容／講師など
学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも
参加費200円。みんなで簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応しま
す。　担当：ふらっと＆ボランティア

スペイン語の会話だけでなくスペイン語圏の人々の生活も理解できるようなカリキュラムを用意し、文化や国民性なども取り入れ手,全12回で実施します（自
主事業）。　10回は日常の基本的な会話を中心に進める、２回は料理や音楽、日常の生活を体験する。（テキスト代・特別講習費含む）

事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない外国人30名程。同数以
上のにほんごボランティア・日本語学習者の
子ども若干名

2

参加対象・募集人数
課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

1 事業の概要／プログラム内容／講師など
日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活
動していけることを目指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。 教室はマンツーマン。講師はボランティアが担当。 ボラン
ティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

実施日時／会場
3.10.17.24　毎週木曜日　19:00～20:30　会議室
参加費　12,000円（全12回）

実施日時／会場
月曜コース　7.14.21.28日　19:00～20:30  土曜コース　12.19.26日
10:00～11:30／学習コーナー(ロビー奥)　参加費　2,000円(１０回分)

実施日時／会場
27日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数
1.8.15.22日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室 課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など
仕事や人間関係、生き方など青少年の様々な悩みについて専門のカウンセラーが一緒に考えます。
事前の予約者に専門のカウンセラーが応対します。１人５０分間。予約多数の場合はセンターで調整します。
担当:日本産業カウンセラー協会カウンセラー

６月伏見青少年活動センター



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

事業タイトル

7月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数

参加対象・募集人数

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも
参加費200円。みんなで簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応しま
す。　　担当：居場所ボランティア

実施日時／会場

日本語を母語としない京都市在住の方、30名程。
同数以上のにほんごボランティア・日本語学習者
の子ども若干名

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

1
事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活
動していけることを目指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師
はボランティアが担当。にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共
生社会の実践ができることを目指す。

実施日時／会場

5.12.26日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
3.10.24.31日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　2,000円（10回分）

実施日時／会場

25日(日)　13:00～16:30／ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

6.13.20.27日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室
費用は無料

課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

仕事や人間関係、生き方など青少年の様々な悩みについて専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる１回５０分間のカウンセリングが受けられます。要予約。

７月伏見青少年活動センターＰ1



スペイン語コミュニケーション講座

事業タイトル

スペイン語コミュニケーション講座
特別講習

5

実施日時／会場 参加対象・募集人数

11日　日曜日　10:00～13：00　料理質・会議室
参加費　上記講座に含まれる

13～30才までの青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

パラグアイで日常食卓に上る料理を作り,試食する。

4

13～30才までの青少年

スペイン語の会話だけでなくスペイン語圏の人々の生活も理解できるようなカリキュラムを用意し、文化や国民性なども取り入れ手,全12回で実施します（自
主事業）。10回は日常の基本的な会話を中心に進める、２回は料理や音楽、日常の生活を体験する。（テキスト代・特別講習費含む）

事業の概要／プログラム内容／講師など

7.14日　毎週木曜日　19:00～20:30　会議室
参加費　12,000円（全12回）

７月伏見青少年活動センターＰ2



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

毎週火曜日　18:00,19:00,20:00から各50分間（要予約）／会議室 課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

仕事や人間関係,生き方など,青少年のさまざまな悩みについて　日本産業カウンセラー協会カウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。お気軽にお越しください。（要予
約）

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。
みんなで簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

実施日時／会場

22日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけるこ
とを目指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティア
が担当。にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目
指す。

8月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数実施日時／会場

2.9.23.30日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
21.28日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　2,000円（10回分）

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上
のにほんごボランティア・日本語学習者の子ども
若干名

８月伏見青少年活動センター



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

7.14.21.28日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室
費用は無料

課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

青少年の様々な悩みについて，専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる，一回50分のカウンセリングが受けられます。要予約。

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みんな
で簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

実施日時／会場

26日(日)　13:00～16:30／ロビー・スポーツ室ほか　参加費：200円

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを目
指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担当。
にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

9月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数実施日時／会場

6・13・27日（月）19:00～20:30，4・11・18・25日（土）10:00～11:30／ロ
ビー奥　参加費：2,000円（10回分）

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上
のにほんごボランティア・日本語学習者の子ども
若干名

９月伏見青少年活動センター



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

事業タイトル

スペイン語コミュニケーション講座

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

5.12.19.26日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室
費用は無料

課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

青少年の様々な悩みについて，専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる，一回50分のカウンセリングが受けられます。要予約。

4

実施日時／会場 参加対象・募集人数

14.21.28日　毎週木曜日　19:00～21:00　会議室
参加費　12,000円(12回)

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15
歳から30歳までの方。(フリーター・主婦の方も参
加できます）

事業の概要／プログラム内容／講師など

初歩的な日常会話を習得します。また２回の特別講習では、スペイン語圏(特にラテンアメリカ）の人や生活に触れるため料理や音楽などを体験して、会話を多角的に学びます。

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みんなで簡
単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

実施日時／会場

24日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを目指す
遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担当。にこ
にこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

１０月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数実施日時／会場

4.18.25日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
2.16.23.30日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　2,000円（10回分）

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上
のにほんごボランティア・日本語学習者の子ども
若干名

１０月伏見青少年活動センターＰ1



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション（厚生労働省委託事業）

事業タイトル

スペイン語コミュニケーション講座

事業タイトル 実施日時／会場 参加対象・募集人数

11月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数

4

実施日時／会場 参加対象・募集人数

4.11.18.25日　毎週木曜日　19:00～21:00　会議室
参加費　12,000円(12回)

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。申込は締め切りました

事業の概要／プログラム内容／講師など

初歩的な日常会話を習得します。また２回の特別講習では、スペイン語圏(特にラテンアメリカ）の人や生活に触れるため料理や音楽などを体験して、会話を多角的に学びま
す。

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上の
にほんごボランティア・日本語学習者の子ども若干
名

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。み
んなで簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを
目指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担
当。にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

実施日時／会場

1.8.15.29日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
6.13.27日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　2,000円（10回分）

実施日時／会場

28日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

2.9.16.30日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室 京都市内に在住もしくは通学，通勤先のある１３歳
から３０歳までの方

事業の概要／プログラム内容／講師など

青少年の様々な悩みについて，専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる，一回50分のカウンセリングが受けられます。要予約。

１１月伏見青少年活動センターＰ1



スペイン語コミュニケーション講座
特別講習

事業タイトル

多文化共生プロジェクト説明会

事業タイトル

ヤングジョブスポットinふしみ

事業タイトル

しごとCafe

事業タイトル

世界をまたにかけるヒトになりたい！

7

実施日時／会場 参加対象・募集人数

19日　金曜日　15：00～21：00
20日　土曜日　10：00～21：00　いずれもロビー
21日　日曜日　10：00～17：00

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。

事業の概要／プログラム内容／講師など

職業適性テスト・職業ビデオや職業情報誌の閲覧(予約不要)

6

実施日時／会場 参加対象・募集人数

事業の概要／プログラム内容／講師など

2005年2月下旬に開催する、青少年のための異文化理解・国際貢献・国際交流・国際協力のイベントの事前説明会。

18日　木曜日　19：00～20：30　ロビー奥
参加費なし

国際協力や国際協力を行う団体や個人、
NGO/NPOなど
募集制限なし

5

14日　日曜日　10：30～13：00　料理室・会議室
参加費　上記講座に含まれています

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。申込は締め切りました

事業の概要／プログラム内容／講師など

パラグアイで日常食卓に上る料理を作り,試食する。

8

実施日時／会場

仕事について気軽に話し合う場です。参加費無料（要申込)

参加対象・募集人数

19日　金曜日　19：00～20：30　会議室
仕事について迷っている15歳～30歳までの人。定
員15名

事業の概要／プログラム内容／講師など

9

実施日時／会場 参加対象・募集人数

20日　土曜日　①13：00～16：00　②17：00～20：00
21日　日曜日　③13：00～16：00　　いずれもロビー奥

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。各20名

事業の概要／プログラム内容／講師など

仕事を語る①　国内で外国人を支援する／財団法人兵庫県国際交流協会外国人県民印フォーメーションセンターより
仕事を語る②　国連機関で働く／国連環境計画(UNEP)国連環境技術センターより
仕事を語る③　ボリビアで教師に教える／社団法人青年海外協力協会青年海外協力隊応募促進員より
参加費無料(要申込・先着順)
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事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション（厚生労働省委託事業）

事業タイトル

スペイン語コミュニケーション講座

事業タイトル

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

7・14・21・28日 毎週火曜日　19:00～21:00／会議室 京都市内に在住もしくは通学，通勤先のある１３歳
から３０歳までの方

事業の概要／プログラム内容／講師など

青少年の様々な悩みについて，専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる，一回50分のカウンセリングが受けられます。要予約。

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。み
んなで簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

実施日時／会場

19日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを
目指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担
当。にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

12月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター

参加対象・募集人数実施日時／会場

6・13・20日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
4・11・18日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　2,000円（10回分）

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上の
にほんごボランティア・日本語学習者の子ども若干
名

4

実施日時／会場 参加対象・募集人数

2,9,16日　毎週木曜日　19:00～21:00　会議室
参加費　12,000円(12回)

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。申込は締め切りました

事業の概要／プログラム内容／講師など

初歩的な日常会話を習得します。また２回の特別講習では、スペイン語圏(特にラテンアメリカ）の人や生活に触れるため料理や音楽などを体験して、会話を多角的に学びま
す。

参加対象・募集人数実施日時／会場

１2月伏見青少年活動センターＰ1



スペイン語コミュニケーション講座
特別講習

事業タイトル

多文化クリスマスパーティー

事業タイトル

伏見青少年活動センター「建替えプロジェクト」

12日　日曜日　10：30～13：00　料理室・会議室
参加費　上記講座に含まれています

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳
から30歳までの方。申込は締め切りました

事業の概要／プログラム内容／講師など

18日（土）10:30～16:00　クリスマスパーティー     ４・１１(土）15:00～
17:00　ミーティング
17日（金）18:00～20:00　事前準備    参加費:200円

外国籍・ダブルなど在住外国人青少年／在住外国
人支援に関わる青少年ボランティア／１３歳～２０
歳／定員２０名

パラグアイで日常食卓に上る料理を作り,試食する。

6

実施日時／会場 参加対象・募集人数

事業の概要／プログラム内容／講師など

外国からきた中学生～２０歳までの青少年を対象にクリスマスパーティーを行います。（料理、ゲームなど）
交流プログラムを参加したいメンバーで企画から作り上げていきます。

5

7

実施日時／会場 参加対象・募集人数

10日　18:00～21:00   25日　14:00～18:00
市内在住か勤務先または通学先が市内にある中学
生から２５歳までの方。申込は締切ました

事業の概要／プログラム内容／講師など

平成２０年に伏見青少年活動センターが新しく建て替わるにあたって、青少年の意見が反映される施設をつくることを目的にプロジェクトを実施します。
１１月末～３月にかけて月２回程度のミーティングを行い、最終的にはセンターの配置図を作成します。
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事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

事業タイトル

ぎょうざでポン

事業タイトル

伏見青少年活動センター「建替えプロジェクト」

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

4・11・18・25日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室
費用：無料

京都市内に在住もしくは通学，通勤先のある１３歳から３０歳ま
での方

事業の概要／プログラム内容／講師など

青少年の様々な悩みについて，専門のカウンセラー（有資格者）が一緒に考えます。
日本産業カウンセラー協会のカウンセラーによる，一回50分のカウンセリングが受けられます。要予約。

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みんなで簡
単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。 担当：居場所ボランティア

実施日時／会場

30日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　200円

1 事業の概要／プログラム内容／講師など
日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを目指す
遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担当。にこ
にこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

１月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター
参加対象・募集人数実施日時／会場

17・24・31日　月曜日　19:00～20:30    15・22・29日　土曜日
10:00～11:30／ロビー奥　参加費：2,000円（10回分）

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上のにほんごボラ
ンティア・日本語学習者の子ども若干名

4

実施日時／会場 参加対象・募集人数

22日　土曜日　13：00～19：00　料理室・スポーツ室
参加費　２００円

市内在住か勤務先または通学先が市内にある15歳から30歳ま
での方と中国就学生。３０名

事業の概要／プログラム内容／講師など

センターを自習やフリータイムで利用している人の交流を持つことを狙いとします。特に１０月以降は中国からの就学生が多く利用していますので，その交流も目指します。
１３：００～１５：００　餃子作り　１５：００～１７：００　ピンポン大会　１７：００～１９：００　餃子を囲んで交流会

参加対象・募集人数

7日　18:30～21:00　　　29日　17:00～20:00
市内在住か勤務先または通学先が市内にある中学生から２５歳
までの方。申込は締切ました

事業の概要／プログラム内容／講師など

平成２０年に伏見青少年活動センターが新しく建て替わるにあたって、青少年の意見が反映される施設をつくることを目的にプロジェクトを実施します。
１１月末～３月にかけて月２回程度のミーティングを行い、最終的にはセンターの配置図を作成します。

5

実施日時／会場

１月伏見青少年活動センターＰ1



事業タイトル
日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル
みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル
ハートナビゲーション

事業タイトル
伏見青少年活動センター「建替えプロジェクト」

事業タイトル

3

実施日時／会場 参加対象・募集人数

1・8・15・22日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室
費用は無料

課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

仕事や人間関係、生き方など青少年の様々な悩みについて専門のカウンセラーが一緒に考えます。
事前の予約者に専門のカウンセラーが応対します。１人５０分間。予約多数の場合はセンターで調整します。

2

参加対象・募集人数
課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みんな
で簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

実施日時／会場
27日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　２００円

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを目
指す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担当。
にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

2月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター
参加対象・募集人数実施日時／会場

7･14･21・28日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
5・19・26日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　２，０００円（10回分）

日本語を母語としない外国人30名程。同数以
上のにほんごボランティア・日本語学習者の子
ども若干名

4

実施日時／会場 参加対象・募集人数
18日（金）　18時30分～21時　ロビー奥
26日（土）　17時～20時　ロビー奥

市内在住か勤務先または通学先が市内にあ
る中学生から２５歳までの方。申込は締切まし
た

事業の概要／プログラム内容／講師など
平成２０年に伏見青少年活動センターが新しく建て替わるにあたって、青少年の意見が反映される施設をつくることを目的にプロジェクトを実施します。
１１月末～３月にかけて月２回程度のミーティングを行い、最終的にはセンターの配置図を作成します。

参加対象・募集人数実施日時／会場

2月伏見青少年活動センターＰ1



体験インドネシア舞踊 (共催）

事業タイトル
武道を通じて国際交流
～留学生たちと合気道の体験稽古～　（共催）

事業タイトル
世界の料理を作ろう　（共催）

事業タイトル
京都市立中学校派遣の日本語ボランティア
募集説明会

事業タイトル
京都にほんごRingsセミナー
困った時が学ぶ時
～失敗事例から学ぶ日本語教授法～　　（共催）

事業タイトル

５日（土）　14時～16時　ロビー奥
参加費：無料

インドネシア舞踊に興味のある人ならどなたで
も可。定員50名

事業の概要／プログラム内容／講師など

19日（土）　14時30分～16時　道場
参加費：無料

小学生・中学生　10名

１．東ジャワ舞踊のデモンストレーション
２．踊りについてのワークショップ
３．インドネシアの国紹介
講師：京都在住インドネシアグループ

6

実施日時／会場 参加対象・募集人数

事業の概要／プログラム内容／講師など
合気道の紹介と演武。体験稽古。オープンディスカッション。
指導：（特活）合気道京都

5

7

実施日時／会場 参加対象・募集人数
22日（火）　18時～21時　料理室・会議室
参加費：５００円

京都在住の留学生。日本人も可

事業の概要／プログラム内容／講師など
留学生を囲んでその国の家庭料理を一緒に作りながら、交流する。
担当：ＩＳＡ（京都国際学生協会）京都支部

8

実施日時／会場 参加対象・募集人数
【第１回】１２日（土）１４時～１６時３０分　会議室
【第２回】２０日（日）１４時～１６時３０分　会議室

１８歳～３０歳の青少年で，日本語教育の経験
がある方，勉強中の方，または興味のある方
で，１年間継続して活動できる方。２０名

事業の概要／プログラム内容／講師など
親の都合などで来日している日本語学習を必要とする生徒に日本語学習を支援するボランティアの募集説明会。
ゲスト：学校で日本語を教えている先生（予定）

9

実施日時／会場 参加対象・募集人数
20日（日）　14時～17時　ロビー奥
参加費：５００円

にほんご教室などで実際ににほんごを教えた
経験のある人
定員50名

事業の概要／プログラム内容／講師など
にほんご教室で実際に失敗したり、困ったりしたケースを取り上げて、改善案を参加者で作るワークショップ。
担当：京都にほんごRings

実施日時／会場 参加対象・募集人数

2月伏見青少年活動センターＰ2



マル得　アジアの旅情報

事業タイトル
写真展　Children First
～紛争後に生きる子どもたちの現状～　（共催）

事業タイトル
アラブ世界写真展　（共催）

事業タイトル
平和を造りだすヒント
～カンボジア・ウガンダの現場より～　（共催）

事業タイトル
アクセス活動報告会
フィリピン現地からの活動報告

事業タイトル

10

15日（火）　18時30分～20時30分　【中国で役立つ会話と現地生情報】
22日（火）　18時30分～20時30分　【韓国で役立つ会話と現地生情報】
24日（木）　18時30分～20時30分　【ベトナムで役立つ会話と現地生情
報】

15歳～30歳までの青少年
定員各30名

事業の概要／プログラム内容／講師など
中国・韓国・ベトナムで役立つ会話と現地生情報。
中国：18時30分～19時30分　会話練習／京都府名誉友好大使・竜谷大院生　19時30分～20時30分　旅行情報／㈱ＩＡＣＥトラベル
韓国：18時30分～19時30分　会話練習／留学生（予定）　19時30分～20時30分　旅行情報／㈱ＩＡＣＥトラベル
ベトナム：18時30分～19時30分　会話練習／府国際センター登録ボランティア　19時30分～20時30分　旅行情報／㈲ヴェトナム鉄道旅行社

11

実施日時／会場 参加対象・募集人数
１１日（金）１２時～１３日（日）１７時　ロビー 参加自由

事業の概要／プログラム内容／講師など
テラ・ルネッサンスの支援地域であるウガンダ北部，カンボジアで生活する子どもたちの生活を，写真パネルで紹介。
子どもたちを取り巻く問題がなぜ起こるのか。それらの問題を解決するために私たち日本人に何ができるのか。まずは現状を知ることからはじめよう。

12

実施日時／会場 参加対象・募集人数
１４日（月）１０時～１９日（土）２０時　ロビー 参加自由

事業の概要／プログラム内容／講師など
イラク，パレスチナ，イエメンなどアラブ各国の写真を展示します。　主催：アラブの会

13

実施日時／会場 参加対象・募集人数
１１日（金）１４時～１６時　ロビー
参加費　５００円

・国際協力活動に関心のある方・地雷・小型武
器・子ども兵問題に関心のある方。２０名

事業の概要／プログラム内容／講師など
テラ・ルネッサンスが実施する地雷除去支援・地雷被害者への支援活動や、小型武器・子ども兵問題の調査を通じて、私たちが誰もが安心して生活できる社会を実現するには、
何ができるのかを考えるセミナー。
主催　　テラ・ルネッサンス

14

実施日時／会場 参加対象・募集人数
１２日（土）１３時～１５時　ロビー
参加費：無料

フィリピンでの支援・協力活動に興味のある学
生・社会人。３０名

事業の概要／プログラム内容／講師など
フィリピンでの支援・協力活動に関わったスタッフによる活動報告会です。
フィリピンと日本との関係や，会のあり方を考えるきっかけになるかもしれません。
主催　　（特活）アクセス－共生社会をめざす地球市民の会

実施日時／会場 参加対象・募集人数
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現地駐在スタッフが語る！
アフガニスタンの現在（いま）　（共催）

事業タイトル
アラブ世界とイスラーム　（共催）

事業タイトル
多文化共生ときめき☆講座
～渡日・帰国のこどもと日本の社会・教育～　（共催）

事業タイトル
留学生・ホストファミリー募集
開け☆世界のトビラ
～今日から始める国際交流～　（共催）

15

１９日（土）１３時～１５時　ロビー
参加費：無料

京都市民及びセンター利用者。アフガニスタン
に興味を持つ方。３０名

事業の概要／プログラム内容／講師など
アフガニスタンヘラート州で，過去２年に渡って学校建築と植林事業に携わって来たスタッフが，アフガニスタンの人々の素顔、豊かな文化，そして復興の現状について語ります。
主催　　ＮＩＣＣＯ（社）日本国際民間協力会

16

実施日時／会場 参加対象・募集人数
１９日（土）１８時～１９時３０分　ロビー
参加費：無料

京都市民及びセンター利用者。アラブ世界に
興味を持つ方。３０名

事業の概要／プログラム内容／講師など
アラブ世界とイスラームについてやさしく解説します。
主催　　アラブの会

17

実施日時／会場 参加対象・募集人数
２６日（土）１３時３０分～１６時３０分
参加費　資料代２００円

多文化共生社会づくりに関心のある方。５０名

事業の概要／プログラム内容／講師など
１９８０年代以降，入管法の改正により，南米出身の日系人や中国残留孤児・婦人及びその家族の渡日・帰国が急増しました。また，国際化の時代になり国際結婚も増えてきて
います。そのこどもたちが直面する課題を知り，わたしたちにできることを一緒に考えます。
概　要：外国人のこどもたちの日本滞在は「出入国管理及び難民認定法」に基づいています。「こどもの権利条約」「国際人権規約」等との関連など，外国人のこどもたちを取り巻く
法的事象について事例を通して学びます。

18

実施日時／会場 参加対象・募集人数
１３日（日）１３時～１６時　会議室 留学希望の中学３年生から高校２年生。京都

に来る留学生のホストファミリー希望者。

事業の概要／プログラム内容／講師など
団体の活動を紹介する展示留学経験者，ホストファミリー経験者などによる体験談の発表。
日本からの留学生（中学３年生から高校２年生）募集。
京都に来る留学生のホストファミリーの募集。
主催　　(財)エイ・エフ・エス（American Field Service）日本協会京都支部

2月伏見青少年活動センターＰ4



事業タイトル

日本語教室/にこにこクラブ(月曜のみ)

事業タイトル

みんなの居場所
＠Home.coi

事業タイトル

ハートナビゲーション

事業タイトル

伏見青少年活動センター「建替えプロジェクト」

事業タイトル 実施日時／会場 参加対象・募集人数

4

実施日時／会場 参加対象・募集人数

11日（金）　18時30分～21時　ロビー奥
26日（土）　17時～20時　ロビー奥

市内在住か勤務先または通学先が市内にある中学生から
２５歳までの方。申込は締切ました

事業の概要／プログラム内容／講師など

平成２０年に伏見青少年活動センターが新しく建て替わるにあたって、青少年の意見が反映される施設をつくることを目的にプロジェクトを実施します。
１１月末～３月にかけて月２回程度のミーティングを行い、最終的にはセンターの配置図を作成します。

7･14・28日　月曜日　19:00～20:30　ロビー奥
5・12・26日　土曜日　10:00～11:30　ロビー奥
参加費　２，０００円（10回分）

実施日時／会場

27日(日)　13:00～16:30　ロビー・スポーツ室ほか
参加費　２００円

3月の事業予定 　　　　伏見青少年活動センター
参加対象・募集人数

日本語を母語としない外国人30名程。同数以上のにほん
ごボランティア・日本語学習者の子ども若干名

2

参加対象・募集人数

課題を持った中高生と13歳～30歳の青少年

事業の概要／プログラム内容／講師など

学校でもなく、家庭でもない。ふらっとよって、人と出会い、交流し、ゆっくり羽を休ませる場所。そんな場所を一緒に創り子どもや若者と交流します。各回とも参加費200円。みんなで
簡単なお菓子やスナックを作り、ゲームなどもします。特に決まったプログラムは作らず、集まったメンバーで臨機応変に対応します。
担当：居場所ボランティア

1 事業の概要／プログラム内容／講師など

日本語を母語としない人達への日本語支援をする青少年を活動を通して育成して行く。にこにこは多様な文化背景をもった子どもたちが自分らしく生活、活動していけることを目指
す遊び＆学びの場。
日本語の指導を通してボランティアの積極的な社会参加、多くの在住外国人との交流ができる。教室はマンツーマン。参加費は10回のクーポン券制。講師はボランティアが担当。
にこにこクラブは月曜日のみ。ボランティアスタッフ自身が多様な文化背景をもった子どもたちに関わることを通し、地域で多文化共生社会の実践ができることを目指す。

実施日時／会場

事業の概要／プログラム内容／講師など3

実施日時／会場

仕事や人間関係、生き方など青少年の様々な悩みについて専門のカウンセラーが一緒に考えます。
事前の予約者に専門のカウンセラーが応対します。１人５０分間。予約多数の場合はセンターで調整します。

参加対象・募集人数

1・8・15・22日　毎週火曜日　19:00～21:00　会議室
費用は無料

課題を持った中高生と１３歳～３０歳の青少年

３月伏見青少年活動センターＰ1



国際理解ワークショップ「共通文化理解」
～いろんな国の共通文化をさがそう～

事業タイトル

多文化共生ときめき☆講座
②渡日・帰国のこどものアイデンティティ
～新渡日のこどもの本当の力を～

事業タイトル

多文化共生ときめき☆講座
③わたしたちができることは何か
～こどもの学びを活かすために～

事業タイトル

在住外国人青少年の交流会

8

実施日時／会場 参加対象・募集人数

13日（日）10時～16時30分
参加費　200円

外国籍，中国帰国，ダブルの中・高生年代(１３歳から２０
歳）：20名

事業の概要／プログラム内容／講師など

外国籍，国際結婚など多様な文化背景を持つ青少年が同年代と出会えるスペース。料理やゲームを通じて交流します。

7

実施日時／会場 参加対象・募集人数

12日（土）13時30分～16時30分　ロビー奥
参加費　無料

本講座の①または②に参加される方で，多文化共生社会
づくり，こどもたちに関わる活動をされている方，または今
後関わっていく意志のある方.

事業の概要／プログラム内容／講師など

外国人のこどもたちは、日本の社会に多様性という豊かさをもたらす存在です。こどもたちの健やかな成長のために、地域で、学校で、家庭で、私たちにできることは何か。一緒に
考えます。
講　師等　　渡日・帰国者を支援している方

6

実施日時／会場 参加対象・募集人数

12日（土）10時30分～12時30分　ロビー奥
参加費　200円（資料代）

多文化共生社会づくり，またはこどもたちに関わる活動を
されている方，または今後関わっていく意志のある方。
50名

事業の概要／プログラム内容／講師など

　１９８０年代以降，入管法の改正により，南米出身の日系人や中国残留孤児・婦人及びその家族の渡日・帰国が急増しました。また，国際化の時代になり国際結婚も増えてきて
います。そのこどもたちが直面する課題を知り，わたしたちにできることを一緒に考えます。
　縁あって日本にやってきたこどもたちは、生活のすべてが変ってしまった中で自分を確立していかなくてはなりません。その過程で起こる心の変遷は当事者以外には計り知れま
せん。そこで、成人された方の生の声を聞きます。
講　師等　　渡日・帰国当事者の方

5

5日（土）13時～17時　ロビー奥
費用は無料

語り合う気持ちのある方ならどなたでも。
30名

事業の概要／プログラム内容／講師など

　外国に行ったとき，外国の様子を紹介するテレビを見ているとき私たちの文化に近いものを発見すると，親近感を覚えうれしくなってしまいます。
とかく"異文化"が強調される国際理解ですが，そんなうれしい"共通文化"を,在住外国人の方，また海外生活経験者と一緒に探してみませんか。
　講　師等　　国際理解研究会会長　他

３月伏見青少年活動センターＰ2




