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ご あ い さ つ
こんにちは☆季節は 6 月、もうすぐ梅雨になりますね。しとしとと降り続く雨には、太陽を想い憂鬱になること
もありますが、でも、雨があるからこそ、花は咲き、虹が出る。雨のあとの葉の雫や、水滴輝く蜘蛛の巣などを見
ても、この自然の世界に無駄なものなんて何一つないんだなと実感します。異常気象、異常気象と世界中で騒がれ
ていますが、今年も日本に、美しい梅雨よ来たれ☆★そんなことを感じる今日この頃です。

特集★筒城の宮まつり
開催日 ： 平成 19 年 5 月 19 日（土）午後 13:00～18：00
目 的 ： 新入生の歓迎と、興戸地理を知ってもらうこと。
同志社大学周辺地域の市民の方々と、同志社大学生との交流。
企画内容：13：00～13：15 オープニング：志舞踊「京炎そでふれ」
13：15～13：45 公開講座「筒城の宮とその周辺の歴史と文化」
講師：京田辺市教育委員会 社会教育課 鷹野 一太郎 氏
14：00～15：30 フィールドワーク（４名）
★夕暮れコンサートプログラム★
14：00～16：00 カレーウォークラリー（１２名）
Private works （バンド）
16：00～18：00 夕暮れコンサート（約１００名）
Hocus-Pocus （手品、ジャグリング）
エチュードの会（歌、フラダンス）
ビンゴ大会
感想
トロンボーントリオ（演奏）
同志社大学邦楽部 （演奏）
Pick Up!!
●岡崎
当日の朝に雨が降り、ウォークラリーに学生の参加がほぼなく、「ヤバいなぁ」と思っていたのですが、ウ
ォークラリーの時には見事に晴れ、また参加者である地元の少年達やおじいちゃん達と交流でき、何だかんだ
ありつつも、無事に最後までいき、良かったです。また、カレーがかなりおいしかったのは良かったのですが、
それが原因で調子に乗って食べ過ぎたので、当分、カレーは食べたくなくなりました（笑）
。
●浅田
私は今回初めて「夕暮れコンサート」を担当させていただきました。出演して下さった地域の方と同志社の
学生達が、こちらの準備不足にも関わらず、快く対応して下さったお蔭で、フラダンスからジャグリング、邦
楽等色々なジャンルのプログラムによるコンサートをお送りすることが出来ました。皆が知ってるディズニー
の歌を歌って下さったり、学生による手品に子ども達は興味津々でした。また、興戸地域の方々も温かい拍手
で迎えて下さったので、とても和やかで楽しい時間になりました。お天気も良く、またこんな楽しいコンサー
トをやりたいなと思いました。
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今 月 の 活 動 報 告
５月 11 日以降、6 月 7 日までの活動報告です♪
☆イベント☆
・11 日 情報交換会
「情報交換会」を行いました♪このニュースレター第一号
を発行したのも、この時。講師は、同志社生協学生委員委
員長の福村健太さん（同志社大学工学部 4 回生）。今
までの学生生活について、講演してくださいました!!
・19 日 筒城の宮まつり
待ちに待った「筒城の宮まつり」！心配された雨も受付
の時のみで、鷹野さんによるご講演やカレーウォークラリ
ー、夕暮れコンサートなど、盛りだくさんのプログラムをお
送りしました。ひとまず、初めての興戸開催のお祭りは成
功かな（詳しくは、1 ページ目の特集をご覧ください）♪

･22 日 学生支援課ヒアリング
・25 日 副学長・黒木先生との意見交換
・29 日 上野谷先生とお話・先生の授業に参加
・6 月７日 京田辺総務課（部長・課長）と意見交換
ボランティアセンターの研究の一環で、同志社におけ
るボランティアセンター設立の可能性を探るべく、22 日
は学生支援課の伊東さん、26 日は黒木副学長、29 日は
全国社会福祉協議会全国ボランティア振興センター発
行の「大学ボランティアセンターガイド」の調査・執筆して
らっしゃる上野谷先生、７日は京田辺総務課の内藤部
長と上村課長とお話をしてきました。今後の調査や提案
の方針の参考になるお話がたくさんできました。
☆その他☆

・26 日 田辺区子ども居場所づくり
この日は、さつまいも植えをしました！集合はいつもの
ように田辺区の公民館。そこから、木津川付近にある畑に
移動し、あっという間に植え終わりました。記念すべき 10
回目、今までで一番多い 16 人もの子どもたちの参加があ
りました。収穫は、何人と一緒にできるかな！？

・19 日 京田辺エコパークかんなび設立総会
環境衛生センター甘南備園にあるプラザ館を有効活
用し、環境に優しい文化を広めるための、京田
辺エコパークかんなびの設立総会に来賓とし
て参加しました。会則や計画、予算についての
提案が行われました♪

・27 日 JAE 交流会
“子どもたちに実りある教育を”と、あらゆる世代の子ど
もたちに学びのチャンスを提供している NPO 法人、JAE 主
催の交流会に参加してきました。大学生や社会人の人な
ど、60 人ほどが参加し、私たちも多くのつながりを得ること
ができました☆

・21 日 キララフェスティバル実行委員会
7 月 29 日に東商店街で開かれるキララフェスティバル
の打ち合わせがありました。きゅうたなべ倶楽部は、模
擬店出店と大学生ステージ出演のコーディネートをする
ことになりました♪

・27 日観光ボランティアファガイド
京田辺市観光協会主催のイベントがあり、きゅうたなべ
倶楽部からも、２名が参加☆京田辺の良さを再確認するこ
とができました！！
・6 月 2 日 クリーンアップ京田辺 with シュタイナー
朝の 10 時半から、今日京田辺シュタイナー学校の子ど
もたちと、通学路の清掃を行いました♪去年よりだいぶと
ゴミが減ってはいましたが、1 時間ほど
かかりました…。 それにしても道がきれいになると、それ
だけで、気持ちがいいものですね☆
☆お仕事☆
・28 日 大学まちづくりフォーラム打ち合わせ会議
7 月 8 日に開催される「大学まちづくりフォーラム」の打ち
合わせが、関西大学でありました☆内容は、趣旨説明の
ほか、各大学のまちづくりへの取り組みの報告、その後、
学生のみで、当日後半のグループ
ワークについて話し合いました♪
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・23・30 日・6 月 6 日 ADAM 実行委員会
今年も始まりました、ADAM 祭！！最大の決定は、今
年の愛称とスローガン。今年は、『同志社京田辺祭 2007
ADAM 祭 ～みんなでつながる アダムでつながる～』
に決まりました！！そのほか、企画の提案や役職決め
が行われました。
・24 日 生協研究会
生協の研究会に参加してきました。今回は、京都地域
における大学生協の総合的研究の第 2 回として、太田
先生による講演がありました。
・25 日 京田辺情報支援ネットワーク研究会
愛称『たなべネット』の会議がありました。今回は、6 月
16 日に行うパソコン講習について話し合いをしました。タ
イトルは、『楽しいインターネット～ブログってなぁに？？
～』。どんな講習会になるのか、今から楽しみです♪
・31 日 生協総代会
1 年に 1 回の大イベント、生協の総代会。きゅうたなべ
倶楽部からも、理事や総代、オブザーバーとして 9 人が
参加☆キャンパスリユースの報告をしたり、同志社生協
50 周年企画コンペのプレゼンに参加しました☆

オススメ!

特集 2★リレー式！
法人スポンサーのご紹介

「法人スポンサー」とは、きゅうたなべ倶楽部を応援して
くださっている、企業や団体のこと。今月からは、法人ス
ポンサーを毎月１団体ずつご紹介したいと思います（あい
うえお順）。トップバッターは田辺区です！!

●田辺区●
「最近企画がマンネリ化してきて、ちょっと学生さんの頭と力貸して
くれないかな？」「喜んで」――こんな会話から始まった田辺区ときゅうたなべ
倶楽部との連携。今となっては、毎月、「田辺区子ども居場所作り」（もっと大人
と関わってほしいという思いから、子どもたちに公民館を解放し、一緒に遊び学
べる場をつくるイベント）を共同で企画するまでになりました。
また、今年度は、区報制作も手伝わせていただきます。
その他にも、毎年、田辺区スポーツフェスタや文化祭にも参加
させていただくなど、大変お世話になっている地区です。
※今年の田辺区スポーツフェスタは 6 月 24 日に開催されます！！

なんとなんと！きゅうたなべ倶楽部の活動はこんなところでも紹介されています！！一見、学生代表の杉
岡の取材記事ですが、中身はどっぷりきゅうたなべ（笑） ぜひぜひ、ご一読ください☆
紹介サイトはこちら→http://rpp.enzin.net/kijsugioka.html
※RPP とは！？
今回紹介してくれたサイト、RPP は、関西地方で活躍している、リスペクトパーソン（尊敬できる人・輝いている人）
を取材している学生中心の団体です。目的は、インタビュー記事を読むことで、輝いている人たちをより身近
な存在として感じてもらうことと、読者に自分の未来に向かって一歩踏み出してもらうこと。かっこいいですね！

☆★☆きゅうたなべ倶楽部の応援団（サポーター・スポンサー）募集中！！☆★☆
きゅうたなべ倶楽部は、応援団（サポーター・スポンサー）の皆さんの善意の寄付による応援によって成り立っ
ています。「きゅうたなべ倶楽部のミッションに共感して協力してあげたい！」「同志社の後輩の活動を応援してあ
げたい」「京田辺のまちづくりに少しでも貢献したい」「現場での活動はちょっと無理だけど経済的協力
なら…」など動機は何でも結構です。少しでも私たちの思いに共感頂けたら、応援をお願いいたします。
なお、応援団（サポーター・スポンサー）になって頂いた御礼としては、ささやかながら
そぉっと
応援中ｖ
下記のような特典を用意しております。どうぞよろしくお願いします。
☆★☆応援団特典☆★☆

☆★☆応援団種類☆★☆

☆★☆応援団になるには☆★☆

【サポーター】
①特製グッズの進呈
②きゅうたなべ倶楽部の情報提供

①学生サポーター
（年会費１，０００円）
②市民サポーター
（年会費３，０００円）
③賛助サポーター
（年会費５，０００円/一口）
④法人スポンサー
（年会費１０，０００円/一口）
⑤パートナーショップ
(無料。その代わり会員さんへのサ
ービスをご提供お願いします)

パンフレット専用ハガキ・申込
用紙にて受け付けております
（郵送・FAX・メール・手渡し可）

（たなべ デ・ビューなどの発行物、
年次報告書など）

③会員証
（パートナーショップでの割引サービ
スなどをお受け頂けます）

【スポンサー】
①ＨＰでのＰＲ
②メールマガジンでのＰＲ
③パンフレットなど発行物での PR
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※専用ハガキ・申込用紙はお問い合わせ
頂ければ、郵送・電子メール・ FAX に
より送付いたします。
●申し込み窓口●
【住所】〒610-0332 京田辺市興戸
久保 37
【TEL/FAX】0774-64-6200
【メール】san-kyu@kagoya.net
（担当：加納）

交代で事務所に滞在するようになりました！
下記のシフトで事務所を空けておりますので、お気軽
に事務所にお来しくださいね！！

事 務 局 よ り

※都合により変更になることがあります

今月の
Good
Job 賞

きゅうたなべ倶楽部では，
『学生代表の杉岡の独断と
偏見により（笑），毎月一番がんばったスタッフを表彰
していこう』という企画が 4 月より始まってます！
その賞の名も，“Good Job 賞”。
第二回である今月は、意外にも私今里が受賞してしまいました！
というわけで、私の戯言と、リーダー杉岡さんからコメントを掲
載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*----*---*

6/11

月

6/12

火

6/13

水

伊藤・岡崎（AM）、加納（PM）

6/14

木

久保・堀内（AM）

6/15

金

杉岡・浅田・加納（AM）

6/16

土

6/17

日

6/18

月

今里・竹島（AM）

6/19

火

杉岡・伊藤（AM）・今里（PM）

6/20

水

杉岡・伊藤・岡崎（AM）、加納（PM）

6/21

木

杉岡・久保・堀内（AM）

6/22

金

杉岡・浅田・加納（AM）

6/23

土

6/24

日

6/25

月

杉岡・今里・竹島（AM）

6/26

火

杉岡・伊藤（AM）・今里（PM）

【杉岡さんより】

6/27

水

杉岡・伊藤・岡崎（AM）、加納（PM）

担当者がなかなか固定化せず、発行が止まっていたニュースレタ
ーを今里さんの行動力で復活にこぎつける事ができました。
Good job！

6/28

木

久保・堀内（AM）

6/29

金

浅田・加納（AM）

【今里より】

ありがとうございます!！今回、ニュースレターを作ったことで表
彰して頂いたのですが、実は、書き上げて校正してもらったのは
発行当日、刷り上ったのは情報交換会直前…という、相変わらず
のドタバタな舞台裏でした。無事発行できたのも、依頼した原稿
を 1 日で書いてくれた竹島さんや堀内さん、そして誰より、内容
を一緒に考えたりイベントの準備時間を割いて校正してくれた、
杉岡さんのお陰なのです。なのでここに、編集者の権限を最大限
利用しまして、杉岡さんに Best Thanks
Best Thanks 賞
Dear 杉岡さん
賞を送り返したいと思います♪ コレ・笑
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*----*---*

★6 月の一押しイベント★
●田辺子供居場所作り●
<Time> 9・16 日 13:00～16:00
<Contents>
子どもアイディアコンテスト
七夕願い笹作り
<Place> 田辺区公民館
●パソコン講習●
<Time> 16 日 10:00～13:00
<Contents>
インターネットの使い方
ブログについて
<Place>
同志社大学情報メディア館 201
●同志社南山義塾●
<Time> ２４日 10:30～
<Contents>
今川晃先生による講演会
<Place> 慶照寺
次回情報交換会
7 月 13 日(金)19 時～
＠きゅうたなべ倶楽部事務局
ご参加．お待ち
しています！！

杉岡・今里・竹島（AM）
杉岡・伊藤（AM）・今里（PM）

新スタッフとしてきゅうたなべ倶楽部
の一員となりました、同志社大学
社会学部産業関係学科 2 回生の伊藤将（ススム）と申します。
2 回生になってやりたいことが見つからず、
「何かしたい」と思っていたとき
に、杉岡さんが紹介してくださったのが、このきゅうたなべ倶楽部でした。杉
岡さんの地域や大学に対する熱い想いを聞いて、自分も少しでも地域や大学に
貢献したいと考え、参加することに決めました。
入ったばかりでわからないことが多く、メンバーの皆様に迷惑をかけっぱな
しですが、これから徐々に仕事を覚え、成長していきたいと思いますので、どう
ぞぞよろしくお願いします。

◆法人スポンサー紹介◆
『きゅうたなべ倶楽部』
is supported by…
●田辺区
●株式会社ニチダイ
●ファイトクラブ三山木
●有限会社
ベルウッドクリエイツ
●舞妓の茶本舗
●山忠株式会社
（マンションパイシーズ）
※あいうえお順
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編集人：今里舞
発行人：杉岡秀紀、有地淑羽
発行所：「きゅうたなべ倶楽部」事務局
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【TEL/FAX】0774-64-6200
【メール】san－kyu@kagoya.net
【HP】http://kyutanabe.com
※きゅうたなべ倶楽部では皆様からのご意見・ご
感想をお待ちしております。お気軽に、お近くの
スタッフまたは上記事務局までお寄せ下さい

【きゅうたなべ倶楽部ニュースレターは、毎月第二金曜日発行です】

4 ページ

