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ご あ い さ つ
朝晩はいよいよ冷え込み，夜空がきれいな季節になりました．みなさん，いかがお過ごしですか？？
11 月にはいると，迎えるは受験シーズン．センター試験へのカウントダウンがいたるところで重みを増すとともに，
同志社女子大学をはじめ，各大学で入試が開始されています．来年はどんな学生が京田辺にやってくるのかなとい
う期待もしつつ，この寒く大切な時期を，多くの方が風邪など引かずに過ごせることを祈っています．

特集★山城弁当・たなべん
ここ京田辺を含む、京都の山城地域の幸を使った、「山城弁当」・
価格を安くした「たなべん」の 2 種類のお弁当を 11 月 3 日の
同志社京田辺祭 2007【ＡＤＡＭ祭】で販売しました。
この弁当の開発に向けて、実際に動き始めたのが 9 月の中旬。
正直、動き始めた時はどうなることやらと思いましたが、
山城弁当（左）・たなべん（右）
無事に当日の販売にまで辿り着けて、ホッとしてます。
動いている過程で、地元の農家の方と接する機会があり、農作物の事や日本の農業の現状などを聞くことが出来
て、自分自身、すごく勉強になりました。また、地元の主婦の方からも色々と料理のことなどを聞くことが出来て、
普段料理をしない自分としては、こちらも大変参考になりました。
さて、当日の販売の様子ですが、予想外に好評で、15 時には全て売り切れとなりました。特に、「山城弁当」の
方は販売を開始してから、すぐに売り切れとなり、販売が終了してからも、購入して頂いた方から「もう売らない
の？もったいないなぁ。
」などの声を多数聞くことが出来て、自分としてはすごく嬉しく思います。
今後のことですが、これほどの好評を頂いたことや、今回、購入して頂いた方の中で学生がやっぱ少なかったと
いうのがありますので、もっと地元の物を日常的に学生に食べてもらえる形になればと思います。
それでは最後になりましたが、今回様々なご協力を頂いた、同志社生協の方々・京都生協の方々・材料の提供を
して頂いた地元の農家の方々・農業普及センターの
方々など全ての方々に改めて御礼を申し上げたいと
思います。
本当にありがとうございました。（文責：岡崎）
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今 月 の 活 動 報 告
10 月 12 日以降 11 月 8 日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆
●第 55 回情報交換会 10/12●
第５5 回の情報交換会が行われました。講師は、京
田辺市議会議員の河本さん．新田辺東商店街の会
場にて，議会の仕組みなどをお話いただきました！！
●クリーンアップきゅうたなべ 10/13・22、11/5・8●
クリーンアップきゅうたなべを 4 度にわたり行いました！！今
回は平日にも，三山木周辺や興戸周辺を掃除しました．最近
ゴミが少ないのは，まちがキレイになっている証拠かな☆
●田辺区子ども居場所づくり 10/13●
子ども居場所作りを行いました！！今回は，春にみんなで植
えたさつまいもを収穫しました。たくさんの方が参加してくださ
り、収穫も大量で、とても楽しかったです☆
●駄菓子屋 10/13・14・15・17・19・22・24・26・27・28●
9 月の終わりからチャレンジショップとして行っている駄菓子
屋を開店しました．常連さんになってくれる子どもたちも多く，
最終日の 28 日には本当に多くの方が来店してくだ
さりました．皆さん，応援ありがとうございました！！
●祝園ショッピングモールでのイベント 10/14●
祝園のショッピングモール『せいかガーデンシティ』にて今後
月一でイベントのコーディネートを行います．初回は，ADAM
祭おどりチームをマッチングしました．初回ということでトラブ
ルもありましたが，おどり披露中にはたくさんの方が立ち止ま
って見てくれて，良かったと思います．11 月もお楽しみに☆
●かぐや姫の衣装披露・NHK 取材 10/17●
有地さんがかぐや姫の衣装を新しく作ったので、その
取材がありました。とっても立派になった衣装、これか
らは、よりいっそう、竹フェスタ本番が楽しみです☆
●かぐや姫と竹フェスタ 10/21●
5 年目突入！秋のかぐや姫と竹フェスタを行いました。今回
は、市制 10 周年も記念してのイベント☆恒例の出店やたけ
のこコンサートのほかに、豪華商品のあたるビンゴ大会も行
われました！！詳細は、第三面をご覧ください♪
●普賢寺文化祭・同志社南山義塾の開催 10/28●
普賢寺文化祭と共催する形で、同志社南山義塾も行いまし
た！！午前中はお手伝いやコーディネート、午後が同志社南
山義塾でした。多くの方に来ていただき、大盛況でした。こち
らも詳細は、第三面をご覧ください☆

●NPO 法人サンフェイス打ち合わせ 10/18●
NPO 法人サンフェイスの方が、きゅうたなべ倶楽部を訪問
してくださいました。お互いの事業紹介などをしました。これ
でまた、新しく、繋がり GET です！！
●たなべネット MTG 10/19、11/2●
同志社大学において、市民向けパソコン講習を年に４回行
っている京田辺情報支援ネットワーク研究会（通称：たなべ
ネット）の会議がありました。今は、12/1 の講習に向けて、
内容をつめています！！
●京田辺市まちづくりチャレンジリーダー講座 10/20●
京田辺市主催の、まちづくりチャレンジリーダー講座があり
ました。この日は、京都府の方や同志社の先生に来ていた
だいての講習でした。今まで知らなかったことや、体験して
いないことをお話いただいて、とても勉強になりました♪
●田辺区文化委員会への参加 10/20●
田辺区文化祭の打ち合わせを行いました！！同志社大学
の学生がお手伝いする内容の確認と、ADAM の出し物の
確認を行いました。本番が楽しみですｗｗ
●ゆめ企画助成金のプレゼン 10/23●
クリーンアップのプレゼンを行いました。結果はなんと!５万
円の交付決定！！これからも、田辺のまちをキレイにすべ
く、がんばります！！！
●田辺区文化祭の手伝い 10/27・28●
田辺区の文化祭本番です！！内容は、茶かぶき
やカラオケ大会など☆１日目はアメでしたが、たく
さんの人が来てくださり、とっても楽しかったです♪
●普賢寺遠足打ち合わせ 11/5●
12/2 に普賢寺の天王の方が参加する遠足にて、同志社大
学のキャンパスツアーをしてほしいということで、きゅうたな
べ倶楽部へ打ち合わせに来られました♪タイムスケジュー
ルはキツキツですが、同志社大学をより知っていただくべ
く、本番もがんばろうと思います♪
●伊達ゼミのヒアリング 11/7●
龍谷大学でまちづくりをしている伊達ゼミの方が、南山
城村で開くイベントをきゅうたなべ倶楽部と一緒にやりた
いということで打ち合わせに来られました。今回は、現状
を聞くだけでしたが、また協力していきたいと思います☆
☆その他☆

☆お仕事☆
●シュタイナー学校のバザー 10/14●
NPO 法人京田辺シュタイナー学校にて，バザーがありまし
た。たくさん出店があって、とても良かったです！！
●生協理事会 10/15●
生協の理事会に参加しました。生協が行っている各プロジェ
クトの中間報告や、売り上げの現状報告などがありました。
●山城弁当の試作・打ち合わせ・視察・仕入れ
10/17・23・26・29、11/1・2●
山城弁当制作のために、試作や打ち合わせ、仕入れを行い
ました。多くの方と知恵を絞り、いろんな場所へ行って、メニュ
ーを考えました。詳しくは第一面をご覧下さい☆
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●ADAM 全体会議 10/15・22・29・30●
11/3･4 の ADAM 祭のための会議を行いました☆本番に向
けて、熱く語り合い、準備をしました！！
●たなべ デ・ビュー取材・MTG 10/18・25・30、11/1・8●
次の４月発行のたなべ デ・ビューのための取材やミーティ
ングを行いました♪準備は着々と進んでいます！！完成を
お楽しみに！！
●ＡＤＡＭ準備・本番 11/2・3・4●
同志社京田辺祭【ADAM 祭】本番でした！！きゅうたなべ
倶楽部は、メンバーが実行委員として活躍する他、山城弁
当の販売や、おぜんざい・おでん・駄菓子屋の出店、クイズ
王への参加を行いました！！とても楽しい２日間でした♪

オススメ!

特集 2★リレー式！
法人スポンサーのご紹介

「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。リレー式☆法人スポ
ンサー紹介ラストを飾るのは，「山忠株式会社」です！!

●山忠株式会社●
山忠株式会社は同志社大学今出川キャンパスがあります京都市内にマンション・テナント貸出事業を行っています。インター
ネット使い放題のマンションを貸出していますので、インターネットが使用不可欠な学生にとって、楽しい学生生活を送れるこ
と間違いないです。
きゅうたなべ倶楽部へは、フリペーパー等を発行する際にきゅうたなべ倶楽部のミッションをご理解していただき、ご支援して
いただきました。その時より、きゅうたなべ倶楽部の法人スポンサーになっていただいています。
（文責：加納）
かぐや姫と竹フェスタ
１０月２１日（日）晴天 10 時～15 時
２００７
＠三山木仮設店舗広場
―祝京田辺市制施行１０周年記念事業― 「かぐや姫と竹フェスタ２００７」 が開催されました。
オープニングの京都天無双の元気なパフォーマンスにはじまり、くす玉わり、ジョイフルジョイフルによるゴスペル、竹馬トライ
アル、大ビンゴ大会と会場は多くの方の楽しそうな笑顔でいっぱいでした。きゅうたなべ倶楽部も、司会、かぐや姫、そば飯、
おでん と大活躍でした。フィーナーレはＡＤＡＭ祭
おどりチーム絆都志（つつじ）の踊りで締めくくりました。
フェスタの様子はＮＨＫのニュースでも報道され大きな
反響がありました。ありがとうございました。 （有地）

10 月 28 日(日) ＠普賢寺公民館
第三回目の同志社南山義塾を開講しました
当日は普賢寺の文化祭でもあったので、午前中は同志社京田辺祭踊りチーム『絆都志』による踊りや、
同志社のマジック＆ジャグリングサークルによる披露と子供達にジャグリング講習をしてもらいました。
午後からは同志社大学工学部の和田元先生に講演をしていただきました。アメリカの大学のまちの
在り方を事例として、大学が出来ること、地域が出来ることをわかりやすくお話していただきました。
今回は文化祭ということもあり、いつもの倍ぐらいの方に講演を聴いて頂けて嬉しかったです。（浅田）

第三回同志社南山義塾

☆★☆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

::::::::::

シャタさんグッジョブ賞おめでとうございます。シャ
タさんは、きゅうの救世主です。研究が忙しい中、
日頃の機械関係をはじめ、今月は『竹フェス』『普
賢寺』『駄菓子屋オープンの補助』などなど。全て
裏方のお仕事だったのですが、これらのイベントが
成功したのはシャタさんありきだったからだと思い
ます。これからもよろしくお願いします。

●きゅうたなべ倶楽部

十月の事務所当番について

【堀内より】

●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

今回グッドジョブ賞をいただくこととなりました車多
です。いや、最初はホントに「俺がもらっていい物
なのだろうか…」と思いました。というのも自分より
も表に出て頑張って活動をしているメンバーがたく
さんいるのになぁーと思うと、なんだか申し訳ない
気持ちがあります。ここでこういうことを言うのもな
んですが、選んでいただいた皆さんには非常に感
謝しています。これからも微力ながらいろいろサポ
ートをしていこうと思います。
*---*----*----*----*----*----*----*----*

※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

【車多より】

新しくスタッフになりました阿曽です。
同志社女子大の現代社会学部の１回
生です。私はインターネットでクラブの
ことを知りました。学生以外の方とも沢山関われる活動に、興味を持ちました。
そこで一度クラブを見学しに行ったのですが、各々の活動に凄く真剣に取り組んでいら
っしゃる先輩方の姿を知り、とても心を打たれました。是非一緒に活動させて頂きたい
なと思いスタッフになることを決めました。皆さんこれからよろしくお願いします！

お気軽に、お尋ねください

きゅうたなべ倶楽部では、
『毎月一番頑張ったスタッ
フをを表彰していこ
う』といいう企画が 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．今回の受賞者は我らが車多さんです．とい
うわけで、車多と，推薦者代表として堀内から
のコメントを掲載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*

今月の
Good
Job 賞

特別イベントのお知らせ●

情報交換会：12 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：24 日(土) 時より京田辺市内
【集合は、7 時 50 分に京田辺駅西口中央図書館側集合】

★ あ り が と う ★

9 月末に新田辺東商店街の空き店舗に開店した駄菓子屋きゅうが
先月の 28 日に閉店いたしました。
（閉店する 3 日前ぐらいはもうほとんど駄菓子がなく、丁度いい
か、とも思ったのですが楽しみにしてやってきてくれた子ども達
ががっかりして帰っていく様子を見て、これはいけないと思い、前日に赤字覚悟で駄菓子を大
量に購入しました。その甲斐あって最終日は子ども達の喜ぶ顔がたくさん見られました。）
皆様、応援そして協力していただきまして、ありがとうございました。
今後もまちの為に頑張っていきます!
（伊藤）

★11 月の一押しイベント★

◆法人スポンサー紹介◆

●田辺区子ども居場所づくり●
<Time> 24 日 13 時～
<Contents> 映画鑑賞
<Place> 田辺区公民館

『きゅうたなべ倶楽部』
is supported
is supported
by…
by…

●同志社女子大学
ホームカミングデー出店●
<Time> 18 日
<Contents> 田辺グッズの販売
<Place> 同志社女子大学
ぜひぜひ、ご参加ください☆

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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【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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