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ご あ い さ つ
こんにちは，いよいよ 9 月，秋の始まりですね．みなさんいかがお過ごしですか？
秋といえば，行事の季節．ここ京田辺でもスポーツフェスティバルなどたくさんの催し物が目白押しですが，きゅうた
なべ倶楽部でも，夏休みというチャンスを片手に，北九州や和歌山，愛知など，いろいろなところへ出かけました．
その中で感じたのが，人の大切さ．知らない土地に行ったとき，分からないことがあって不安なとき．声をかけた現地
の人が親切に接してくれるとそれだけで嬉しく，そのまちを好きになりました．まちの人気，観光地，活性…今もあちこ
ちでそんな目標が語られていますが，そこに近づくポイントとしての人はとても重要だと感じました．
人がいるから，まちができる．このまちも，今よりもっと人が自慢のまちになるように，私もまちの一員として，
心配りをしたいなと思います．

特集★たなべ デ・ビュー取材ツアー

８月２７日（月）～８月２９日（水），京田辺市と同じ“田辺”の地名
のつく和歌山県にある“田辺市”に泊まりがけで行ってきました。
目的としては，
①来年発行予定の“たなべデビュー”の記事のための取材
②きゅうたなべ倶楽部スタッフのまちづくり研修
③スタッフの交流
この３本柱を軸に行ってきました。

大阪から電車を乗り継ぎ、３時間。到着早々にたまたま昼飯のために立ち寄った駅前のレストランを経営されている市民の方に
は神社に案内していただいたり、たなべデビューの記事のスナップ写真の撮影には見知らぬ学生の頼みごとに市民の方が快く応
じてくれるなど、まさに“人情のまち・田辺”を実感することができました。また、市役所の方も、突然のアポイントにも関わらず、快く
お話を聞かせてくれました。
そして、あちらの商工会議所の方に田辺市ツアーをしていただきました。駅前の商店街の様子や田辺市で“秋津塾”と呼ばれる
まちづくり会社を結成された方のお話。田辺市の特産品である“梅”の会社の見学。（何とそこの会社で、そこを経営されている我
らが同志社大学出身の会長さんに出会えました。）このような、田辺市の実際を見ることが出来て、僕たちも勉強にもなりました。
それらを通じて、感じたことは近年の少子高齢化・若者の流出という日本の地域で見ることが出来る現象に“田辺市”も悩んでお
り、それに比べると大学もあり、大都市にも近い“京田辺市”は恵まれているなぁと感じたのが本音です。
このように、普段とは違うところから、“京田辺市”を感じることができて、僕たちももっと頑張ろうと思いました。また、これらのような
勉強だけでなく、僕たちも（一応）学生ですので、帰りに白浜で遊んできました。花火をしたり海で遊んだりして楽しく過ごすことが出
来て、スタッフの交流も深まったのではないかと思います。
最後になりましたが、今回“田辺市”に行くことを手配してくださった、京田辺市商工会の方やあちらでお世話をしてくださった、商工
会議所・市役所の方など様々な方のおかげで、このような素晴らしい体験をすることが出来ました。本当にありがとうございました。
来年に新しい“たなべデビュー”を発行する
◆田辺市の概要◆
ことが出来るように頑張りたいと思います。
和歌山県中南部の中心地。先の市町村合併により、近畿で最大の面積を誇る市となる。
（文責：岡崎健太郎）
●面積：約 1026.63 平方キロメートル（京田辺市の約２４倍）
●人口：84095 人
●特産品：梅・備長炭
●交通：大阪から特急で約２時間
●気候：黒潮の影響で温暖ではある。内陸は山なので、山地的な気候も。
●自然：世界遺産である“熊野古道”やナショナルトラスト運動のさきがけとなった天神崎。
●歴史：武蔵坊弁慶の故郷とされたり、紀伊徳川家の一族が昔治めたなど歴史は古い。
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今 月 の 活 動 報 告
8 月 1４日以降９月１３日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆
●8/10 情報交換会●
第５３回情報交換会が行われました。講師は電気屋さんで歌の
先生の寺島さん．井手町のまちづくりについて，多くの資料を用
いて分かりやすくご講演してくださいました．
●8/11 クリーンアップきゅうたなべ●
クリーンアップきゅうたなべ第二回！今回は、新田辺駅周辺を掃
除しました。22 人で拾って拾って、1 時間で 12 袋ものゴミを集め
ました。キレイにするって気持ちがいいですね！
●8/11・8/25・9/8 田辺区子ども居場所づくり●
8/11 には、夏休みの工作。竹や木片を用いた水鉄砲や船を
作りました。お昼においしいおそばを食べた後は実際に水鉄砲
を使って遊びます。みんなとてもよく出来ていたよね！
8/25 は、宿題一掃大作戦と題し、残っている宿題を行う…は
ずが、遊んでいました。遊びも立派な勉強…ですよね？
9/8 は同志社のキャンパスツアー
です。乗馬体験をしたり、図書館の
見学をしたり…。広い大学で新しい
モノを発見していただけていたなら、
幸いです☆
●8/19 たなべ健康まつり with24 時間テレビ●
たなべ健康まつりでは、昨年同様、24 時間テレビの T シャツを着
ながら、オリジナルエコバックの制作を行いました。詳しくは、第
三面を御覧下さい♪
●8/26 同志社南山義塾●
同志社南山義塾第二回は、今里先生による講演とシャボン玉づ
くり、打ち水体験です。普段ありそうでない体験に、スタッフ一同
も楽しめました。こちらも、詳しくは第三面にて☆
●9/5・9/12 たなべネットパソコン講習●
今回のパソコン講習のお題は、『簡単便利な Word 講座～これで
あなたも文書達人～』。Word の色々な使い方の講習を行いまし
た。参加者はのべ 27 人、お食事会なども盛り上がりました！！

☆お仕事☆
●8/19～21 クリーンアップ視察●
クリーンアップきゅうたなべの目標：ギネス更新！をいかにして実
現させるかを探るべく、ただ今ギネスを取得している北九州市の
NPO と、ギネス申請中の大分市にヒアリングに行ってきまし
た！！帰りには、まちづくり研修も兼ね、香川県の直島へも立ち
寄り、多くのものを得ることができました☆
●8/23 新田辺東商店街の視察●
9 月末～10 月にきゅうたなべ倶楽部も入ることになるチャレンジ
ショップの視察を行いました。乞うご期待！！
●8/24・9/12 たなべネット会議●
正式名称：京田辺情報支援ネットワーク研究会の会議です。こち
らでは、第十回パソコン講習について話し合いました。
●8/27 K-works との打ち合わせ●
祝園のモールでイベントをしたいと依頼を受け、管理会社と打ち
合わせをしてきました。今後は 10/14 から毎月 1 回イベントを仕
掛け、そのコーディネートをきゅうたなべ倶楽部で行います。
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●8/27～29 たなべ デ・ビュー取材・まちづくり研修●
田辺繋がりということで、和歌山県田辺市に行ってまいりまし
た！市役所や商工会の方にお話を聞いたり、スナップを撮っ
たり…。どんな記事ができるかは、4 月までのお楽しみです☆
●9/5 株式会社ニチダイヒアリング●
CSR についての記事を書くということで、㈱ニチダイさんがヒア
リングに来られました。今後も連携を深めていけたらいいです
ね！
●9/6～7 全国学生まちづくりサミット in 豊橋●
愛知県豊橋において、まちづくりサ
ミットが開かれました。多くの大学が
参加し、それぞれの事例を発表した
り、交流したりしました。とてもいい
勉強になりましたよ
●9/6・9/7・9/8 田辺区との打ち合わせ●
6・7 日は子ども居場所づくりについて、8 日はスポーツフェスタ
についての打ち合わせをしました。そのスポーツフェスタは、
16 日に開催です！！
●9/8 南山義塾打ち合わせ●
次回 10 月 28 日の南山義塾について打ち合わせました！この
時は、普賢寺文化祭と共催します！どうぞお楽しみに☆
●9/8～9 同志社生協研究会の合宿●
同志社生協の 50 周年誌をつくるべく、同志社大学のリトリート
センター（＠滋賀）にて合宿が行われました。なんとここには、
きゅうたなべ倶楽部に関する記述もあるそうです！完成が楽し
みですね！！
●9/12 山城弁当打ち合わせ●
生協 50 周年記念事業のコンペに応募した、山城名産の品を
用いた山城弁当実現に向けての打ち合わせを行いまし
た！！どんなお弁当にするか、いつから販売するか、今後も
詰めていきます！！
●9/12 東商店街打ち合わせ●
東商店街のチャレンジショップについて、打ち合わせを行いま
した。初めての開店は、今月 26 日です！！
●9/12 ファイトクラブ三山木の会議参加●
10 月 21 日に行われる秋のかぐや姫と竹フェスタの打ち合わせ
を行いました。今度の竹フェスタも、楽しいものになりそうで
す！！

☆その他☆
●8/20・8/27・9/3・9/10 同志社京田辺祭 2007 実行委員会●
ADAM 祭の会議がありました。今年は去年よりもっと多くのコ
ンテンツで、盛り上げようと思います！皆さん、11 月 3･4 日は
ぜひ同志社大学はお越しください！！
●8/22・9/10 たなべ デ・ビューMTG●
来年の春に発行予定のたなべ デ・ビューの MTG を行いまし
た。少しずつ、企画も取材も進めて意向と思います☆
●9/9 All night ゴミ拾い●
クリーンアップの参考になるかも！ということで、梅田にて開か
れた All night ゴミ拾いに参加しました。なんと、夜中の 0 時～
朝の 4 時まで、ゴミを拾いました！！疲れたけど気持ちいい、
そんなキレイなイベントでした

オススメ!

特集 2★リレー式！
法人スポンサーのご紹介
●有限会社

「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、「有限会社 ベルウッドクリエイツ」です！!

ベルウッドクリエイツ●

ベルウッドクリエイツはお客の満足＝成功の為に、志（ビジネスプラン）と驚き（アイデア）とＩＴ技術（テクノロジー）をもってお応
えすることをミッションに掲げ、「ホームページ制作」や「ＷＥＢビジネスのサイトデザイン」などの事業を行ってこられています。
また、きゅうたなべ倶楽部とは，2003～2004 年に行った地域限定インターンシップにご協力いただいたり，大学にて市民向
けのパソコン講習などを行う『京田辺情報支援ネットワーク研究会（通称：たなべネット）』の同じ構成メンバーとして、共にコミ
ュニティビジネスを展開したりしています。今後も互いの強みを活かしながら，あらゆる分野で協力していきたいと思います．
（文責：加納）

8 月 19 日（日）12 時～17 時
たなべ健康まつり
―愛は地球を救う・２４時間テレビー
田辺記念病院で開催された「たなべ健康祭り」に参加してきました。この日きゅうたなべ倶楽部は，同志社エ
コバックに絵を描くオリジナルエコバック制作コーナーを担当した他，学生サークルの「こばなしの会アンデ
ルセン」（絵本の読み聞かせ）や Hocus-Ｐｏｃｕｓ（マジック披露・ジャグリング教室）にも声かけをしました。
参加された親子連れや高齢の方にも大好評でした。
（文責：有地）
8 月 26 日(日)
『みんなでシャボン玉を飛ばそう』★『同志社大学教授今里先生による講演』
10：00～12：00 は子ども達 10 人と慶照寺の境内で打ち水体験とシャボン玉づくりをしました。シャボン玉液は台所洗剤と洗
濯のりとお水を混ぜてつくります。また、シャボン玉液をつけて飛ばす為の輪っかも手づくりました。みんなで飛ばしたシャボ
ン玉は綺麗に境内を彩りました。
13：00～14：30 は今里先生による『食育』を中心とした講演をしていただきました。
お寺でプロジェクタを使用したのは、なかなか見られない光景で、新鮮でした！
今回はお天気も良く、とても楽しい一日でした。皆さんありがとうございましたぁ☆ （文責：浅田）

第二回同志社南山義塾

☆★☆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）

事 務 局 よ り
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 5 回目の今回からは，
学生代表不在のためきゅうたなべ倶楽部のスタッフの中で話し合って決めます．
今回の受賞者は，伊藤君☆というわけで、伊藤と，推薦者代表として加納からのコメントを掲載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*

今月の
Go od
Jo b 賞

【伊藤より】

この度グッジョブ賞に選出していただき、ありがとうございました．誠に光栄に思っております！キララの頑張りがきゅうの皆さ
んに認めてもらえたということで自信につながりました。今後活動していく上での糧となりそうです。
これからもこの賞をもらえるようにより一層がんばっていきます。
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
【加納より】

今回のグッジョブ賞は伊藤君に決定しました。決定理由は 7 月 29 日に新田辺東商店街にて行われました『キララフェスティバ
ル』で見事にリーダーを務めてくれたことです。
きゅうたなべ倶楽部はこのお祭りにて，『そばめし』『たません』など多くのものを出店しました。食べ物等を出店することがあま
り経験にないので、試食会などをとりしきり、また当日のタイムテーブルなども完全に準備し、滞りなく出店することができました。
その頑張りを讃え、グッジョブ賞に推薦しました。

今月の事務所当番
9 月 18 日
9 月 19 日
9 月 20 日
9 月 21 日
9 月 22 日
9 月 25 日
9 月 26 日
9 月 27 日
9 月 28 日
9 月 29 日
10 月 1 日
10 月 2 日
10 月 4 日
10 月 9 日
10 月 11 日

浅田・福村
岡崎
久保・川合
加納
谷口
浅田・今里・福村
岡崎
久保
加納・今里
谷口・今里
竹島
浅田
岡崎・久保
浅田
岡崎・久保

告知

こんにちは。八月からきゅうたなべ倶楽部の
スタッフとなった、同志社大学工学部エネルギー
機械工学科、一年の谷口弘樹です。
最初からこのきゅうたなべ倶楽部に入ろうと考えていたわけではありません。周りの人に
流されるがままに入ったというのが正直なところです。…いけませんね。事務局長の今里さん
に紹介されたのが発端で、それから情報交換会に二回参加しただけで、このきゅうたなべ倶
楽部に入ってみたいと心が揺らいでいました。別にボランティア活動に関心をいだいたからで
はなく、自分の居場所をここにしてみたいと思ったからです。ほんといけませんね。
そんな生半可な気持ちで入った自分に、これは挑戦なんだと言い聞かせました。
これでどこまでやってのけるのかわかりませんが、今後ともよろしくお願いします。

●きゅうたなべ倶楽部

情報交換会：10 月 12 日(金)19 時より、
新田辺東商店街にて開催
クリーンアップきゅうたなべ：
9 月 15 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 !

明日 !

◆法人スポンサー紹介◆

9 月に，

新田辺東商店街で，

をします！！

お楽しみに～！！

特別イベントのお知らせ●

『きゅうたなべ倶楽部』
is supported by…
あり
●田辺区
●株式会社ニチダイ がとう
●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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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
【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
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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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