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若者社会参加応援事業（東京都）
ひきこもり・ニート対策事業（西東京市）
子どもの学習等支援事業（三鷹市）
その他、独自事業も展開中。
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地域に生きる人との出会いから、
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ABOUT KYODO-NET

文

化学習協同ネットワークは、1974 年、三鷹市に開かれた小さな手作り
の学習塾から始まりました。やがて活動は、不登校の子どもたちや進路

に迷う若者たちの支援へと広がり、99 年に NPO 法人、2012 年に認定 NPO 法
人となりました。
「人はもっとやさしくて、社会はもっと面白い」をコンセプト
に、
「社会的事業」
「生活困窮世帯等支援事業」
「子ども支援事業」
「若者支援事業」
の四事業を柱として、子ども・若者の居場所と学びの場づくりを行っています。

ACCESS

団体本部

ユニクロ
吉祥寺駅

井の頭自然
文化園

東京都三鷹市下連雀 1-14-3
TEL ：0422-47-8706
FAX：0422-47-8709

井の頭恩賜公園

マルイ

むさしの・みたか事業部
むさしの地域若者サポートステーション
東京都武蔵野市御殿山 1-6-8 ムサシヤビル 1F
TEL ：0422-70-5067

ジブリ
美術館

e-mail：musashinoyss@npobunka.net
吉祥寺駅公園口
（南口）
より徒歩5 分。

[お問合わせ]

0422-70-5067 musashinoyss@npobunka.net
[Facebookで活動を公開中 !]
https://www.facebook.com/kyodonetmitakawakamono/
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