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ご あ い さ つ
こんにちは☆ 雨の残る 7 月がやってきましたね．みなさんいかがお過ごしですか？
春から夏へ，気候も景色も大きく変わるこの時期に合わせてか，きゅうたなべ倶楽部の体制も今大きく変わろう
としています．（詳しくは，第 4 面『事務局より』をご覧ください．） しかし，体制や担当がどのように変わって
も，田辺や同志社に対する想いは同じ！どうぞ皆さん，これからもきゅうたなべ倶楽部を，よろしくお願いいたし
ます！！

特集★同志社南山義塾
6 月 24 日(日)
10:00～11:30
普賢寺慶照寺にて
第一回目の同志社南山義塾を開講しました。

↑今川教授（講師）

通常は午前の部(10：00～12：00)が子ども居場所づくり、
午後の部(13：00～14：30)が同志社の教授による講演です。
←参加者の様子
しかし、24 日は普賢寺地区のスポーツ大会ということで、
午前に講演のみ行いました。
定員は 30 名ですが、初回で、また雨にも関わらず定員いっぱいの方が参加して下さいました。
今回の講師の先生は同志社大学政策学部の今川晃教授に来ていただきました。
まちづくりに関してとても行動派な先生で実際行った取り組みなどを交えお話して下さいました。
最初は緊張感漂う雰囲気でしたが、お寺という空間が、両者の距離を縮ませていくように思いました。
講演の後の 30 分ぐらいは地域の方から先生に感想や意見等をお話されていました。
第一回目が終わり、私はなんとか開講出来たという安堵と感謝でいっぱいです。
準備から慶照寺の方、地域の方にご協力いただき、また、当日もたくさんお世話になりました。
あと 4 回の同志社南山義塾は反省点をふまえ、より地域の方に愛される場にしていきたいと思います。
（浅田）

■□■参加者の声■□■
（当日アンケートより）

↑会場の様子

受付の様子→

・穏やかな先生でとても良かった
・声が非常によく、聞きやすかった
・若い方の参加をお待ちしています
・また参加したいです
・ＮＰＯ団体などの話が聞けて参考になった
・こんな先生に教えてもらっている学生は幸せだと思う
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今 月 の 活 動 報 告
6 月 8 日以降 7 月 12 日までの活動報告です♪

☆イベント☆

☆その他☆

●6/8 情報交換会●
今回の講師は三共商事の森本さんでした！昔の京田辺の話
など，面白い話をたくさん聞かせて下さいました！！

●6/12・26 日 キララフェスティバル実行委員会●
実行委員長が田原さんに決定しました！！また，きゅうた
なべ倶楽部のタスクの確認も行いました．

●6/15 ロームプロジェクト中間報告会●
今回は，京田辺の動画プロジェクトも報告してました．プロジ
ェクトメンバーも増え，いい感じみたいですｗ

●6/12・26・7/7 大学まちづくりフォーラム学生会議●
杉岡・浅田・加納・今里で参加しました。7 月 8 日の本番で
は，第二部以降を学生でプロデュースします！！

●6/16 第 9 回パソコン講習●
52 人もの方が参加してくださいました！！今回の内容は，ブ
ログの使い方。講習後のなんでも相談会も好評でした。

●6/13 GP 研究会●
奈良女子大学の GP の発表と、奈良漬プロジェクトの発表
が行われました。学生も参加の交流会もあり，大変盛り上
がりました！！

●6/27 ネルディスカッションでコーディネーター●
杉岡さんが，参議院選挙のパネルディスカッションでコーディ
ネーターを務めました．
●7/8 大学まちづくりフォーラム●
関関同立の学生と教職員により行われたまちづくりフォーラ
ムです．きゅうからは，杉岡･浅田･今里・竹島・加納が参加。
他にも，学生など１０８人の方が参加されました。後日，産経
新聞に特集予定です．
●7/9 クリーンアップきゅうたなべ●
今回から始まった，清掃活動．初回は，12 人で高度周辺を掃
除しました．とても気持ちよかったです☆次回は 8 月 11 日を
予定しています！！

☆お仕事☆
●6/18 関西大学ボラセン視察●
関西大学に行きました！自己表現トレーニング講座や福祉マ
ップ作成など，ユニークな取組を聞くことができました！！
●6/18・7/9 生協の理事会参加●
田辺食堂の改装や，生協 50 周年記念コンペの決定方法など
を、決定しました．また，IC カード導入についても話し合われ
ました♪
●7/2 「ゆめまちコーディネーター」訪問●
奈良県立大学の「ゆめまちコーディネーター」の学生さんがき
ゅうたなべ倶楽部を訪問。彼らが創っている，『まちづくりを行
っている大学生を全国的に繋げるネットワーク』にきゅうたな
べ倶楽部にも参加して欲しいとのことでした。
●7/10 生協との打ち合わせ●
クリーンアップの際の朝ごはん提供依頼と，
きゅうたなべ倶楽部に看板を設置することに
ついて伊崎さんと打ち合わせを行いました．

●6/13・18・25・7/2・9 ADAM 塾・ADAM 会議●
元実行委員長・杉岡さんによる ADAM 塾（学祭を創るに当
たっての必要なスキルを学ぶ！）と，ADAM2007 の会議が
ありました．すでに告知も始まっており，
順調な滑り出しです♪
●6/14 GP の評価委員会●
杉岡さんが参加している委員会．「自己評価と客観評価の
二つから見るのが大事！」ということで，評価軸の設定が
行われました☆
●6/14 田辺区区報打ち合わせ●
田辺区の区報製作をきゅうたなべ倶楽部の引き受けるとい
うことで，その打ち合わせを行いました！！印刷のための
営業活動は，毎日行っています．
●6/14・29・7/12 たなべネット研究会●
パソコン講習をやっている研究会の会議がありました．
6/16 に実施されたパソコン講習についての準備や反省，
9/5･12 に開催予定のパソコン講習の準備を行いました・
●6/３０ 田辺区スポーツフェスタ打ち合わせ●
田辺区のスポーツフェスティバルの打ち合わせがありまし
た．本番が楽しみです♪
●7/1 地球温暖化防止推進委員会●
京都温暖化防止推進委員会に加納くんが参加しました。地
球温暖化，いろんな問題が山積みですね…．
●7/3 クリーンアップ打ち合わせ●
クリーンアップきゅうたなべについて，市役所との打ち合わ
せをしました．ゴミ処理については、最初は自分たちで甘南
備園に持ち込みをした方が良いみたいですｗ
●7/６日 ごみ減量推進委員会●
ごみ減量推進委員会がありました．トレイは色別に分けて
回収することなどが，確認されました．
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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）。今月は、株式会社ニチダイです！!

●株式会社 ニチダイ●
きゅうたなべ倶楽部がインターンシップ事業を行っていたとき、市民スタッフの有地さんの近所にニチダイの役員
さんが住んでおり、その関係でインターンシップの受け入れを了承していただきました。
現在はニチダイ野球部が社会人野球のなかでも、上位に位置するぐらい強豪なチームとなっています。また、最近
はニチダイ野球部が直接、京田辺市の子どもたちに野球を教えるのど慈善事業にも取り組んでいるそうです。
（加納）

今回のきゅうたなべフォーカスは，★先輩インタビュー★ということで，きゅうたなべ倶楽部 OB の佐野正明先輩にイン
タビューしました！！佐野先輩は，現在東京の恵比寿から，CCC（TSUTAYA を運営している会社）にお勤めです．
それでは，インタビューをどうぞ♪
◆勤め始めて仕事はどうですか？
「まだ勤務して三ヶ月なので本格的に仕事は任せられていませんが、毎日いろんな刺激があって充実した日々を送らさせて
もらってます。あとは彼女が欲しいですね（笑）」
◆社会人になって学生と違うところは？
「学生の時は時間がありましたが、今は常に時間に追われている感じがして余裕がないともいえます。後はお金をしっかりも
らっているという責任感はあります。」
◆最後に皆さんにメッセージをお願いします！
「東京はいろんな人やお金が集まっていて何でもやれる気がしますが、一方で慌しく，腰を落ちつけてという感じではないで
す。京都の時間の流れでしか得られないものがあると思うので、そういうのを大切にしてほしいと思います。」
佐野先輩，本当にありがとうございました！！
先輩インタビューは，随時このコーナーで行う予定です．次回もお楽しみに！！

（インタビュアー：河合）

☆★☆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）

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 月より始まっています！その賞の名
も，
“Good Job 賞”。
第三回である今月は、きゅうの事務所を貸してくださっ
ている生協さんへの提案や、同志社生協 50 周年記念コン
ペなど、活躍しまくったオカケンこと岡崎くんです！とい
うわけで、岡崎くんと、リーダー杉岡さんからコメントを
掲載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*

事 務 局 よ り
杉岡さんより挨拶
誠に急ではございますが、7 月末より、私縁合って
内閣官房・行政改革推進本部で働く事になりました。
まだ期限は確定しておりませんが、少なくとも一年
間は東京霞ヶ関勤務となりそうです。
もちろん発起人、また学生の代表として、このま
ちづくりに対しまだ志なかばのため、この倶楽部の
今後や、大学と京田辺のこれからのさらなる連携が
気になる所であります。しかし、結果としては、あ
る意味、私なしでこの倶楽部が続いて行くための良
い試練・また試される時がやって来たのだと理解し
ています。また私自身 9 年間関わらせてもらったこ
の京田辺と同志社を一度離れる事で、この両者をま
た違った視点で見たり考えたりできる良い機会にも
なると思います。
ついては、今までお世話になった皆様方のご厚情
に対し、この場をお借りしてあつく御礼を申し上げ
るともに、今回のわがままをお許し頂ければと存じ
ます。そして、私なき後も、今後も続いていくだろ
うこの倶楽部への温かいご支援・ご協力を引き続き
お願い出来ればと存じます。
それでは、国での経験をいつの日か京田辺や同志
社に還元できる日を夢みて。。
いってきます！
杉岡拝

今月の

今回、グッジョブ賞を頂きました。
この調子で

目指して頑張っていきます！！

*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
【杉岡さんより】
今回は副代表の岡崎に表彰させてもらったのですが、評価対象と
なったのは何と言っても同志社生協の企画コンペや広告事業提
案などに端を発した「企画力」そして「プレゼン力」です。ベテラン
スタッフになりつつある彼の底力を見せてもらった気がしますね。
また、それに付随してきゅうにおけるパワーポイントプレゼン文
化を定着させたのももしかしたら彼が突破口だったかもしれませ
ん笑。
とにもかくにも Good job！
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【岡崎くんより】

※都合により，変更になることがあります

★7 月の一押しイベント★
●田辺子供居場所作り１●
<Time> 14 日 10:00～
<Contents>
カレーを使って食べよう！
<Place> 田辺区公民館
●田辺子供居場所作り２●
<Time> 22 日
<Contents> 流しそうめん大会
<Place> 竜王野外活動センター
●キララフェスティバル●
<Time> 29 日 13:00～21:00
<Contents>
出店企画・ステージ企画など
<Place> 新田辺駅東側

●きゅうたなべ倶楽部 特別イベントのお知らせ●
情報交換会：8 月 10 日(金)19 時より，きゅうたなべ倶楽部事務所にて開催
クリーンアップきゅうたなべ：8 月 11 日(土)8 時より京田辺市内
【集合は，7 時 50 分に新田辺駅西口前広場】

◆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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※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】
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