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ご あ い さ つ
梅雨が明け、太陽がまぶしい季節になりましたね！東商店街でのキララフェスティバルも終わり，同志社大学も
夏休みに入りました．いよいよ，夏本番です．
そんな雲ひとつない夏の日の夜に，一通のメールが届きました．「東の空見てみ．月がすごくきれい」．たったこ
れだけの短いメール．そして些細なことですが，小さな幸せを共有できるって素敵だなと感じました．
近い将来，このまちも，どんな小さなことでも話せるような，誰かが幸せを見つけたらそれが広がっていくよう
な，そんなコミュニティーになったらいいですね．

特集★全国都市再生まちづくり会議 2007
7 月 15 日（日） 13：00～20：00
１６日（月） 09：00～15：00
工学院大学新宿キャンパスで開催された
「全国都市再生まちづくり会議２００７」に参加してきました。
北は北海道、南は九州といったまちづくり活動に取り組んでいる
全国各地の団体、NPO、大学、専門家など約 400 人もの“まち人”が集まりました。そして各々の活動を展示・
発表したり、課題や悩みを相談しあったり、団体や個人の絆を広げたり、まちづくり活動同志の交流の場となりま
した。
全まちのテーマは「連携」です。まちづくりにおいて、連携は欠かせません。地域と行政の連携だけではなく、
大学、企業、商業施設、交通機関等との連携が行われています。また、地域にとどまらず、まちづくり団体同士が
連携しあい、活動課題を共有して活性化して、つくり上げていくことなど、
「連携」から様々な可能性が生まれます。
「連携」の可能性、重要性について再確認できました。全まちで出会った“まち人”たちから貰った想い、新た
なアイデア・視点を活かし、まちづくり活動に取り組んでいきたいと思います。出会いを大切にして、これからも
繋がり、連携していきたいです。
最後に参加者、専門家のアンケートをもとに表彰されるのですが、きゅうたなべ倶楽部はなんと！「奨励賞」を
頂きました！！「奨励賞」を頂いたのは、きゅうを支えて下さっている皆さんのおかげだと思います。ありがとう
ございます！これからもきゅうたなべ倶楽部一同頑張っていきます！！
（文責：竹島）
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今 月 の 活 動 報 告
7 月 13 日以降 8 月 9 日までの主な活動報告です♪

☆イベント☆

☆その他☆

●7/13 情報交換会●
第５２回情報交換会が行われました。講師はエコトーンの
太田さん。環境を考えたリユース食器や、安価で番組を流
せる三条ラジオカフェなどの話をしてくださいました。

●7/15・7/16 全国都市再生まちづくり会議●
全国都市再生まちづくり会議が東京でありました。ここ
で、きゅうたなべ倶楽部は、奨励賞を受賞！！詳しくは
第一面をご覧下さい。

●7/14 子ども居場所作り●
毎月恒例、田辺区での子ども居場所づくりです。今回は、
みんなでカレーを作ったり、遊んだりしました。

●7/17・7/31・8/6 ADAM 会議●
ADAM 祭の MTG がありました。コンテンツも確定し始
め、広報も始まって、少しずつ、今年の ADAM の形が見
え始めました。

●7/22 子ども居場所作り●
22 日にも、田辺区の子ども居場所づくりを行いました。こ
の日には、竜王野外活動センターにて、流しそうめんを行
いました。60 人ほどもの親子が参加して下さいました。
●7/23 大学まちづくりフォーラム反省会●
きゅうたなべフォーカスにも取り上げた、大学まちづくり
フォーラムの反省会がありました。準備期間が短かった
だけに反省も多くありましたが、その反省が来年に活き
るといいなと思いました。
●7/20 NPO 講座●
京都府庁にて、スタッフの久保さんプロデュースの学生の
為の NPO 講座が開かれました。第一回の講師は、学生代
表の杉岡さんでした。
●7/28・8/4 生協夏祭り●
京田辺と新祝園で開かれた生協の夏祭りにきゅうたなべ
倶楽部も出店しました。子どもたちと交流することができ
て、楽しかったです。
●7/29 キララフェスティバル●
東商店街に開かれたキララフェスティバルに、きゅうたな
べ倶楽部も参加しました☆ 詳しくは、第三面を御覧くださ
い。

☆お仕事☆
●7/14 ボラセンヒアリング●
関西学院大学のボランティアセンターへヒアリングに行き
ました。ボランティアコーディネートや教育も行っていて、と
ても参考になりました☆

●7/27 京田辺環境市民パートナーシップ自転車部会●
サイクリングロードのマップを作るべく、話し合いが行わ
れました。これをもとに、春にサイクリングを行う予定で
す。
●7/27・8/7 たなべネット研究会●
たなべネット研究会がありました。9 月に行われる第 10
回パソコン講習『簡単便利な Word 講座 これであなたも
文書達人』について、話し合いを行いました。
●7/28 田辺区スポーツフェスタ打ち合わせ●
プログラム決めや広報の仕方などについて、話し合いま
した。本番が、楽しみですね！！
●7/19・8/2・8/9 たなべ デ・ビュー会議●

●7/23 生協打ち合わせ●
生協の伊崎さんと打ち合わせをしました。看板事業の実施
については、次回の理事会で決定しそうです。
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3 号まで発行された同志社と田辺のフリーペーパー『た
なべ デ・ビュー』の会議がありました。第４号も、楽しい
コンテンツいっぱいの予定です☆

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。先月に引き続き、今
月も法人スポンサーを１団体ご紹介したいと思います。
今月は、「ファイトクラブ三山木」です！!

●ファイトクラブ三山木●
ファイトクラブ三山木は京都府京田辺市三山木地域の商業者の集まりで商業活動やイベントを通じて三山木地域の活性化
に取り組んでいる団体です。今まで、きゅうたなべ倶楽部と共催で「かぐや姫と竹フェスタ」などのお祭を企画し、三山木商店
街仮設店舗を盛り上げてきました。また，ファイトクラブ三山木のメンバーの方々は，きゅうたなべ倶楽部のイベントに
もよく参加してくださいます．
今年の１０月にも「かぐや姫と竹フェスタ」を行う予定ですので、ぜひ三山木商店街仮店舗までお越しください。
（文責：加納）

キララフェスティバル
去る７月２９日(日)に新田辺東商店街で第３回キララフェスティバルが行われました．
きゅうたなべ倶楽部はそばめし・玉せん・チューペット・くじをブースで出店しました。当日は天気が心配されましたが、雨も
降ることなく、事故なく、無事に終えることができました。
きゅうの皆様の力強いサポートのお陰でこのイベントを楽しみ且つ成功させることができました。
本当にありがとうございました、そしてお疲れ様でした！
（文責：伊藤）
7 月 8 日（日）、大阪の本町にて、大学まちづくりフォーラムが
行われました。主催は、関西大学・関西学院大学・立命館大学・産経新聞社
・同志社大学です。同志社からは、きゅうたなべ倶楽部スタッフの杉岡・浅田・加納・今里が学生実行委員として参加しまし
た。当日は、各大学のまちづくりの取り組みの紹介や（同志社は、きゅうたなべ倶楽部も総力上げて取り組んだ同志社京田
辺祭 2006【ADAM 祭】について報告しました）、分科会で学生による話し合いが行われました。人づくり部会・ことづくり部会・し
くみづくり部会・きっかけづくり部会の 4 つの分科会で出された結論は、まちづくり宣言として発表され、産経新聞の全国版
（2007 年 7 月 27 日付）に、1 面を使って大きく特集されました。
今後もこのような学生も主体になる、学生を巻き込んだイベントが続いていくといいですね。 （文責：今里）

☆★☆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☆★☆
【サポーター】
①特製グ ッズ の進呈（ リニ ューアルの
噂?!）
②きゅうたなべ倶楽部の情報提供（たなべ
デ・ビューなどの発行物、年次報告書等）
③会員証
（パートナーショップでの割引サービス
等をお受け頂けます）

【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

☆★☆応援団の種類☆★☆

☆★☆応援団になるには☆★☆

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。その代わりサポーターへの
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）
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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

事 務 局 よ り
Good
Job
特別賞

今月は特別に，きゅうたなべ倶楽部の
メンバーより，Good Job 特別賞の進
呈がありました！！受賞したのはもちろ
ん，誰よりも長く，熱く，このまちに働き
かけ続け，まちを・メンバーを・きゅうたなべ
倶楽部を発展させてきた杉岡さんです☆
というわけで，杉岡からのコメントです♪
*---*----*----*----*---*---*----*----*----*---*
【杉岡より】
今回は特別に、きゅうたなべ倶楽部のスタッフのみんな
から「グッジョブ特別賞」をもらいました。感想はひとこ
と「感動」ですね。
ひとえに後輩のみんなが、「何のために」この仕組みを
作ったのかを理解してくれた結果だと思います。
「一番大事なことは背中で語るのが本当のリーダー」
この私のリーダー仮説をみなが実証してくれた、そんな
瞬間でもありました。
みんな、本当にありがとう！
すぎおか拝

◇ 今月の事務所当番 ◇
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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）、毎月一番頑張
ったスタッフを表彰していこう』という企
画が 4 月からスタート！
その賞の名も、“Good Job 賞”。
第四回目にして，杉岡さんによる指名は最後になってし
まった今月の受賞者は、副代表のかっぴーこと加納くんで
す！！
というわけで、加納と、今もリーダー杉岡からコメント
を掲載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
【加納より】
今回、初めてグッジョブ賞を取りました加納です。田辺区区報の
制作に携わっており、その頑張りが認められたそうです。現在も区
報制作のために、田辺区から興戸、三山木と奔走しております。
色々と企業様に迷惑をかけながら、日々営業について勉強してお
ります。今後もグッジョブ賞を取れるよう、頑張っていきます！

*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
【杉岡より】
今回の「グッジョブ賞」は加納副代表に決めました。その理由
は、田辺区と密着した地域支援活動にあります。
元々はスポーツフェスティバル前後の秋のイベントのお手伝いし
かしてなかったのですが、この１年でそれらの定期イベントに加
え、「子ども居場所づくり事業」から「区報づくり」のお手伝いまで、
非常に幅広く活動が展開されるに至りました。加納君はこのリー
ダー役を見事にこなし、とりわけ７月においてはテスト月間にも関
わらず、見事に献身的なリーダー役を務めきってくれました。その
栄誉をたたえ「グッジョブ賞」を進呈させて頂いた次第です。
なお、この７月のグッジョブ賞をもって、杉岡が選出するグッジョ
ブ賞は終わりとなりますが、来月からはスタッフの互選によるグッ
ジョブ賞として、仕組みは続いて参ります。
引き続きご注目をお願いいたします♪

※都合により、変更になることがあります

★8 月の一押しイベント★
●田辺子供居場所作り①●
<Time> 11 日
<Contents> 夏休みの工作教室
<Place> 田辺区公民館
●田辺子供居場所作り②●
<Time> 25 日
<Contents>
夏休み。宿題追い込み大作戦☆
<Place> 田辺区公民館
●同志社南山義塾●
<Time> 26 日 10：00～12：00
13：00～14：30
<Contents>
大学生による子ども居場所づくり
同志社の今里先生による講演
<Place> 慶照寺

●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：9 月 14 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 分に新田辺駅東口前広場】
明日 !

◆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）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ニュースレターは、毎月第二金曜日発行です】
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