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ご あ い さ つ
先日、先生が言いました。「両方とも一生懸命なんだけれど、本気と必死じゃ全然違うよね」。そういわれて、確
かに、と思いました。本気は、本当に気持ちのこもった目的があって全力でそこへ進んでいるイメージ、必死は、
必ずやらなきゃって、今目の前にあるものを死に物狂いでこなしているイメージ。
秋、１０月は、大学の授業が再開されるだけでなく、文化祭や体育祭も目白押し、とても忙しい季節です。けれ
どどんなイベントやタスクでも、単なる仕事ではなく目的ある趣味として、楽しみ笑いあいながらこなしていきた
いと思います。
準備の１コマです

特集★駄菓子屋 きゅう
先月 26 日水曜日、新田辺東商店街の空き店舗に
「駄菓子屋 きゅう」がオープンしました。
今月号の特集は、店長・伊藤からの駄菓子屋報告です。

駄菓子の仕入れも大変です

初日は市長さんやマスコミの方も来てくださり、大盛況でした。開店から 2 週間が経
つ今も、毎日いろいろなお客様が着てくださいます。
ここでは、なぜ僕が駄菓子屋を開こうとしたかを書こうと思います。それは、最近駄
菓子屋をまちで見掛けなくなったという単純な理由からでした。
今の時代、コンビニでほとんどすべてのものが揃います。便利な世の中ですが便利を
初日の「駄菓子屋 きゅう」の入り口です
追求しすぎるのもどうか、という考えが僕にはありました。僕は昔から昭和の時代に勝
手な憧れを感じており、その時代は決して今より便利な世の中ではなかっただろうけど、
人々が活気に満ち溢れていたし幸せだったように感じます。そんな時代を自分なりに表
現してみたい。そこでふと駄菓子屋をやってみたらどうだろうかという気が起こりまし
た。
正直に言うと、昭和の駄菓子屋は表現できておらず、僕らの世代が懐かしい感じのお
取材も受けました！！

店になっています。ですが、毎回楽しみに来てくれるこどももいて、やりがいも
感じています。また市民の方々も足を運んでくださり、色々な話もすることがで
きます。
この駄菓子屋は 10 月末までやる予定です。
もしよろしければぜひ一度、お立ち寄りくださいませ。（文：伊藤）
にぎわっています☆

紙芝居もやっています

来てくれてありがとう！
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今 月 の 活 動 報 告
９月 1４日以降 10 月１1 日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆
●第 54 回情報交換会 9/14●
第５４回の情報交換会が行われました。講師は、同志社大学
４年生の澤田さん。おどりを通した学生・市民の交流につい
て、自身の取り組みや今後の活動予定などを交えながら、話
していただきました。
●第三回クリーンアップきゅうたなべ 9/15●
第三回クリーンアップきゅうたなべは、新田辺駅の東側地域
を清掃しました。２０名を超える方が参
加くださり、おしゃべりしながらみんなで
楽しくごみを拾うことができました☆
●駄菓子屋きゅう 9/26・10/1・10/3・10/5・10/8・10/10●
きゅうたなべ倶楽部のチャレンジショップ・『駄菓子屋 きゅう』
を週三回のペースで開いています。毎日たくさんの市民の
方、高校生、子どもたちがお越しくださり、楽しく交流していま
す。また、週に１回紙芝居も行っています。
☆お仕事☆
●京田辺市まちづくりチャレンジリーダー講座 9/15●
京田辺市の講座を受けてきました。９月は、京田辺市ツア
ー。京田辺市内のあらゆるところを見学しました。
●田辺区スポーツフェスタ 9/16●
田辺区のスポーツフェスタにお手伝いに行ってきました。お仕
事は、競技準備とアナウンス、得点係。お昼と夕方は雨が降
ってしまいましたが、それ以外は気持ちよく晴れ
て、乳幼児からおじいちゃん・おばあちゃんまで
、みんなでスポーツを楽しむことができました♪
●駄菓子屋仕入れ 9/21●
『駄菓子屋 きゅう』で売る駄菓子を仕入れに、大阪まで行っ
てきました☆行く店行く店、本当にお菓子だらけで、ちょっとワ
クワクしちゃいました。帰りはみんな、荷物だらけでしたが、楽
しい小旅行になりました♪
●生協理事会 9/20●
生協の理事会がありました。ここでは、京田辺カフェテリアや
今出川のとろふわオムライスのお店 erica の改装報告などが
行われました。京田辺カフェテリア、とってもきれいになりまし
たんで、ぜひ皆さん行ってみてくださいね！！
●K-works 打ち合わせ 9/20●
10 月１４日に祝園のショッピングモール・せいかガーデンシテ
ィでイベントをやりたいということで、打ち合わせに行ってきま
した。出演団体、どんどん決定していきます☆
●かぐや姫打ち合わせ 9/22●
秋のかぐや姫と竹フェスタが１０月 21 日に行われますが、そ
の打ち合わせがありました。秋は、場所を三山木に戻しての
竹フェスタ。たけのこコンサートや竹馬が復活します！！
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●京都文教大ボラセン交流会 9/23●
京都文教大学にて、ボランティアセンターの交流会が行わ
れました。きゅうたなべ倶楽部でも、ボランティアセンター研
究について発表。学術的要素が強かったこともあり、皆さ
んにいろいろな刺激を与えられたみたいです♪
●GP 研究会 9/27●
大学で開かれた GP 研究会でも、ボランティアセンター研究
について、発表を行いました。この研究はもとはといえば、
同志社大学に提案するために行っていること☆提案が受
け入れられ、検討されることを祈ってます。
●たなべネット MTG 9/28・10/5●
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。ここでは、次のパソコン講習（12/1）に
向けた話し合いを行いました。１２月は、写真を取り込んだ
年賀状の作成講座を行う予定ですので、どうぞお楽しみ
に！！
●普賢寺運動会 10/7●
普賢寺の運動会がありました。競技によってはスタッフも参
加して、楽しいひと時を過ごしました☆
☆その他☆
●ADAM 会議 9/18・9/25・9/28・10/1・10/8●
同志社京田辺祭 2007【ADAM 祭】の会議がありました。多く
のコンテンツもだんだんと詰まって
いき、当日の様子が見えてくるよう
になってきました。ポスターも出来
上がったので、ぜひみなさん、見て
くださいね！！
●たなべ デ・ビューMTG 9/21・10/11●
来年３月３１日発行予定のたなべ デ・ビューについて、打
ち合わせをしました。広告や協賛について話したほか、コン
テンツを詰めたり、表紙の案を出したりしました。デビュー４
号も楽しいものになりそうなので、乞うご期待です！！
●ファイトクラブ三山木 MTG 9/25●
ファイトクラブ三山木の打ち合わせがありました。この日も
議題は、かぐや姫と竹フェスタについて。１年ぶりの三山木
のお祭りは、とっても気合い入ってます♪きゅうたなべ倶楽
部も、司会進行などのほかに、そばめしのお店を出す予定
なので、お楽しみに☆
●山城弁当打ち合わせ 10/5・10/9●
ADAM 祭の日に売る予定の、山城の特産品であふれる山
城弁当について、打ち合わせがありました。山城地域の特
産品でメニューを作る…聞いた感じは簡単そうですが、い
ざ詰めていくと結構大変！農家の方にヒアリングに行った
り、試食会を行ったりしながら、どこよりもおいしいお弁当を
目指して、試行錯誤しています。

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、「舞妓の茶本舗」です！!

●舞妓の茶本舗●
舞妓の茶本舗は、宇治茶の名匠、山下壽一さんが精魂込めて作り上げた玉露を始めとし、香り高い緑茶、抹茶、煎
茶、健康によいほうじ茶、玄米茶など、京都の最高級のお茶を取り揃えています。
きゅうたなべ倶楽部は、2 年前に制作いたしました冊子「D-active」に対談インタビュー
として現在の会長さんに出ていただいたほか、玉露飴を共同開発させていただくなど、
多くの連携をしていただいています。また、普賢寺地域との活動をするときには、
いつもお世話になっております。
（文責：加納）
全国学生まちづくりサミット 2007in 豊橋
９月６日、７日に愛知県豊橋市にある愛知大学で「全国学生まちづくりサミット 2007in 豊橋」が開催されました。きゅう
たなべ倶楽部は、事例報告を行ったほか、リーフレットやたなべ デ・ビューを配布しました。全国のまちづくりに力を入
れる大学や大学生に、きゅうたなべ倶楽部をしっかりアピールできたと思います☆
またサミットとしては、２日間で話し合い、宣言をまとめました。それは、『次世代の担い手に向けて、まちづくりへの
想い・楽しさ・情報を発信し、幅広くチャンスを投げかけ続ける』というもの。また、
これを実行するための行動指針も４つにまとめました。
他大学の参加メンバーとは、まちづくりに取り組む同志として、想いを語りあうこと
ができ、楽しいひとときが過ご
せました。これからも、フィール
ドは違いますが、お互い楽しく
頑張っていきたいと思います☆
(文責：竹島)

☆★☆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 6 回目の今回も，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した．今回の受賞者は，
カズこと竹島さんです． というわけで、竹島と，推薦者代表として谷口からのコメントを掲載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*

今月の
Go od
Job 賞

【竹島より】

ＧＯＯＤＪＯＢ賞を頂きました竹島です。ありがとうございます！ 夏休み中の連日なるイベントを体力で乗り切ったことから(笑)
頂いたので、これからも健康に気をつけて、パワーみなぎらせて頑張っていきますっ！！

*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*---*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
【谷口より】

今回初めてコメントさせてもらいます谷口です。
新スタッフとして、8 月 9 月ときゅうのイベントに参加してきましたが、自分が参加するイベントには必ず竹島さんがいたのです。き
っと、他にもいろんなイベントに参加していることと思います。これは竹島さんのやる気そのものです。いろんなイベントに参加し
ましたが、全部が全部、やりがいがあって楽しい事ばかりじゃありませんでしたが、竹島さんは人前で一切愚痴をこぼしませんで
した。また、メンバー内での雰囲気が悪くなるような発言もしませんでしたし、常に前向きな発言しかしなかったことの様に思えま
す。これは竹島さんの、きゅうの皆さんに対しての気遣いではないでしょうか。
そんな、きゅうのメンバーに対しての、竹島さんの思いやりや情熱に、自分はグッジョブ賞を贈りたいです。個人的に、大変見習
わなくてはならない事でありました。ありがとうございます、そして、おめでとうございます。

::::::::::

●きゅうたなべ倶楽部

開店時間：月・水・金の 15～19 時

★10 月の一押しイベント★
●田辺区子ども居場所づくり●
<Time> １３日１３時～
<Contents> 芋ほり
●秋のかぐや姫と竹フェスタ
2007●
<Time> 21 日
<Contents> たけのこコンサート、
模擬店、ビンゴ大会、ほか
<Place> 三山木仮説店舗前広場
ぜひぜひ、ご参加ください☆

十月の事務所当番について

店内にはめずらしい駄菓子がいっぱい！
たった 100 円でもたくさん購入いただ
けます！！
ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

●月曜日…午前 伊藤
午後 伊藤・谷口
●火曜日…午前 岡崎・伊藤
午後 加納
●水曜日…午前 堀内・竹島
午後 堀内・川合
●木曜日…午前 加納
午 後 岡崎・今里
●金曜日…午前 竹島
午後 竹島・加納

『駄菓子屋 きゅう』を開業しております。

※午前十時 ～ 十二時
午後十三時～ 十六時
※ 都合により、予告なく
変更になることがあります

きゅうたなべ倶楽部では１０月末まで、
新田辺駅東商店街にて、

お気軽に、お尋ねください

ただ今、駄菓子屋開業中！！

特別イベントのお知らせ●

情報交換会：11 月 9 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：13 日(土) 時より京田辺市内
【集合は、7 時 50 分に近鉄三山木駅改札前集合】
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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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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