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メリークリスマス
メリークリスマス！！今年もこの季節がやってきました！ここそこにイルミネーションが輝き、街中に幸せあふ
れるこの季節が☆
ところで、クリスマスはイエス・キリストの誕生の日といわれていますが、聖書にはその記述がないこと、知っ
ていましたか？実は聖書には、キリスト誕生の日を特定するような記述は全くないんです。とある牧師さん曰く、
イエス・キリストが馬小屋でお生まれになったというのも、
『神は一番恵まれない生まれ方をなさった』という意味
を込めているのであって、科学的には全て事実とはいえないんだとか。
それでも、誰かが 12/25 をイエス・キリストの誕生の日としてお祝いし、いつの日からかプレゼントを交換す
る習慣を作ってくれたんですよね。世界中に幸せあふれるあたたかな日を与えてくれたご先祖様に、感謝です♪

特集★クリーンアップきゅうたなべ
7 月から「クリーンアップきゅうたなべ」を始め、
今では合計１２回も行いました。
まちをキレイにしたいという想い、行動、そして出会いが
ひとつひとつ積み重ねられていると思います。

「いつも通る道にごみが落ちてるな～。でも、一人で拾っても恥ずかしいし、拾ったごみはど
うしよう。」なら、「きゅうで、みんなで拾えば素敵だな☆」と思い、「クリーンアップきゅう
たなべ」というごみ拾いの活動を始めました。
ごみ拾いを通して、オールナイトでごみを拾う「スマイルスタイル」
、花園大
学の「ウェイコン」、河川中心にごみを拾う「ゴミンゴ」の皆さんにも出会う
ことができました。
私は色んな熱い想いをもったひとたちに出会って、“出会
う人たちにもっともっと笑顔になって欲しい！”“もっと
もっとあったかな輪を広げたい！”と思いました。想いを
言葉にして、言葉を実行するのは大変ですが、みんなと力
を合わせて一歩一歩進んでいきたいと思います。
「クリーンアップきゅうたなべ」は色々な熱い想いをもったひとたちに支えられています。
これからも、まちをキレイに、ココロもキレイにし続けていきます。
来年もよろしくお願い致します！
（竹島）
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今 月 の 活 動 報 告
11 月 9 日以降 12 月 13 日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆
●第 56 回情報交換会（11/9）●
第 56 回情報交換会を開きました。講師は、第五回強と学生
祭典実行委員会実行委員長の藤田氏です。まちに関わる学生
としての謙虚で前向きな姿勢を語ってくださいました。
●田辺区子ども居場所作り（11/10・24、MTG10/24）●
11 月は、一休寺歩きと映画鑑賞を行いました!!一休寺歩きで
は、キレイな紅葉をの他にも、ガイドの方から面白いお話を
聞きました。映画鑑賞では、レミーのおいしいレストランと
となりのトトロを上映、たくさんの方が来て下さいました。
●クリーンアップきゅうたなべ
（11/12・19・24・26、12/5・10、準備：12/9）●
今月も至る所でゴミを拾いまくりました!!特に毎週行う興
戸でのゴミ拾いは効果がある模様、だんだんゴミが減ってき
ている様子です。これからもこの調子で頑張ります!!
●他団体ごみ拾い（11/11・18・25,12/8）●
朝市ゴミ拾いやオールナイトごみ拾い、花園大学のゴミ拾い
に木津川ゴミ拾いのゴミンゴと、色々な団体のゴミ拾いに参
加しました。やっぱり、みんなで拾うと楽しいですね♪
●祝園ショッピングモールイベント（11/11・12/2）●
祝園のショッピングモールのイベント、11・12 月もマッチン
グしてきました！11 月は同志社アカペラサークル“One
Voices”
、12 月は同志社ゴスペルサークル“Joyful Joyful”
です。多くのお客さんに喜んでいただけて、よかったです☆
●第 11 回パソコン講習会(12/1)●
第 11 回パソコン講習会を同志社大学にて行いました。今回の
テーマは、
『裏も表も自分でつくる子年の年賀状』！26 人の
方が参加してくださいました♪
●同志社女子大学ホームカミングデーへの出店
（準備 11/16、本番 11/18）●
こちらのイベントでは京田辺市のブースで、京田辺市名産品の
販売を行いました。どこか懐かしく美味しいお店でした♪
☆お仕事☆
●環境イベント参加（11/11・25）●
11 日には奈良の環境イベントに、25 日には同志社大学の環
境シンポジウムに参加してきました。実践もいいけど勉強
もいい。とても参考になりました！！
●環境パートナーシップ自転車部会(11/30)●
自転車用 MAP について話し合いました！自転車の似合う、
エコで健康なまち京田辺にするために、これからもどんど
ん活動していきます！！MAP の完成、お楽しみに☆
●たなべネット MTG（11/11・16・30,12/10）●
パソコン講習やシュタイナー学校の授業を引き受ける為
に、準備に手続きにと会議をしました。来年のパソコン講
習についても、これから詰めていくので、お楽しみに♪
●まちづくりカレッジ＠大垣（11/17）●
岐阜県の大垣で開かれたまちづくりをしている大学生の
集まりに参加しました。他大学の学生や先生とたくさん
意見交換ができて、とても有意義な時を過ごしました☆
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●ゆめっとフェスタ（11/18）●
新風館で開かれたゆめっとフェスタに行ってきました。
京都府内の色々な祭りのキーパーソンが集まり、新しい
繋がり・新しい可能性を感じたイベントでした。
●生協理事会（11/19）●
同志社生協の理事会に参加しました。ADAM 後初の理事
会でしたが、山城弁当はとっても好評でしたよ！！
●ADAM 反省会・打ち上げ（11/19・22）●
ADAM2007 実行委員での最後の会議・反省会と、解散の
日のイベント・打ち上げです。今年の ADAM も良かった
けれど、来年はもっと良くなるのかな？いっぱい反省し
て、来年に引き継ごうと思いました。
●普賢寺キャンパスツアー(12/2)●
普賢寺の皆さん約 120 人が同志社大学の見学をしたいと
いうことで、キャンパスツアーを行いました☆少し時間
は長めでしたが、大学の隅々まで見ていただけました♪
●立命館ヒアリング(12/5)●
立命館の方がヒアリングに来られました。きゅうたなべ
倶楽部の活動のきっかけ、活動状況、問題点などなど、
いろんなお話をしました。
●同志社南山義塾の打ち合わせ（11/28）●
16 日に開かれる同志社南山義塾の打ち合わせを行いまし
た。お菓子の家を作りたいあなた！ぜひお越し下さい♪
●京都新聞の取材（11/28）●
我らが市民代表の有地さんが、京都新聞に載りましたよ!!
購読してる皆さんは、今一度 12/2 の朝刊をチェックしてく
ださい♪きゅうたなべ倶楽部のことも載っています☆
☆その他☆
●たなべ デ・ビューMTG・取材
（11/15･19･22・29.12/4・5・6・7・13）●
デビュー第四号が 4 月に出ます！その取材や会議を行い
ました・スナップを撮ったり、市役所の方や教授のお話
を聞いたり、営業に回ったり…。少しずつではあります
が、完成に近づいています♪
●キャンパスリユース説明会(12/5)●
今年も動き始めました！キャンパスリユース！！…まず
は、仲間集めからということで、同志社ベンチャートレ
インというサークルに、リユースの説明をしに行きまし
た。これからも少しずつ、仲間を集めて参ります！！
●新田辺東イルミネーションの看板書き（12/6）●
新田辺の東側にイルミネ―ションがありますが、その看
板を書きました！！とってもキレイですので、皆さん見
に行ってくださいね♪クリスマスまでやってます！！
●京都教育大学の講義参加＠キャンパスプラザ（11/11）●
京都教育大学の講義に参加しませんかというお誘いをい
ただいたので、早速参加してきました♪とっても面白か
ったですよ☆次週 18 日も参加します！！

★特集★
2007 年総括

きゅうたなべ倶楽部の 2007 年を振り返ります☆
2007 年、4 歳になったきゅうたなべ倶楽部では、こんなことがありました！！
そして、こんなメンバーが活躍いたしました！！
楽しかったこと、しんどかったこと、成功したこと、失敗したこと…いろいろ
ありましたが、2007 年があってよかった！私はそう思います。
ここに送るメンバーコメントを読みながら、皆さんも一緒に、
この 1 年を振り返っていただければ幸いです。

2007 年きゅうたなべ倶楽部イベントスケジュール
「第 46 回情報交換会」開催
「田辺区とんど」・「普賢寺とんど」に参加
「田辺区子ども居場所づくり」開催

1月

「第 47 回情報交換会」開催
「田辺区子ども居場所づくり」開催
「第 30 回竹送り」参加
2月
「三山木まちづくり勉強会」開催
「キャンパスリユース 2007 第一回」開催
「第 48 回情報交換会」開催
「キャンパスリユース 2007 第 2・3・4 回」開催
「普賢寺区民ふれあい防災広場」手伝い
「田辺区子ども居場所づくり」開催
3月
「第 8 回パソコン講習会」開催
「全国大学まちづくり政策フォーラム in 京田辺」サポート
「京田辺市リユースフェア」手伝い
「ボランティアセンター」視察
「たなべ デ・ビューvil.3」発行
「Move Ment(Doors 主催)」参加
「4 周年記念感謝会（第 49 回情報交換会）
」開催
4月
「田辺区子ども居場所づくり」開催
「第 50 回情報交換会」開催
「春のかぐや姫と竹フェスタ 2007 筒城の宮まつり」開催
「田辺区子ども居場所づくり」開催
「第 51 回情報交換会」開催
「クリーンアップ京田辺」参加
「第 9 回パソコン講習会」開催
「ボランティアセンター」視察
5 月 「田辺区子ども居場所づくり」開催
「第 1 回 同志社南山義塾」開催
「第 52 回情報交換会」開催
「大学まちづくりフォーラム」の開催
「クリーンアップきゅうたなべ」開催
「ボランティアセンター」視察
「田辺区子ども居場所づくり」開催
生協夏祭り出店
6月
「キララフェスティバル」出店

「第 53 回情報交換会」開催
生協夏祭り出店
「クリーンアップきゅうたなべ」開催
「田辺区子ども居場所づくり」開催
「たなべ健康まつり」with24 時間テレビ出店
「第二回 同志社南山義塾」開催
8月
まちづくり研修＠和歌山県田辺市
「第 54 回情報交換会」開催
「第 10 回パソコン講習会」開催
「全国学生まちづくりサミット in 豊橋」参加
「クリーンアップきゅうたなべ」開催
「田辺区スポーツフェスタ」手伝い
9月
京都文教大主催「ボラセン交流会」参加
駄菓子屋開店
「田辺区子ども居場所づくり」開催
「第 55 回情報交換会」開催
駄菓子屋開店
普賢寺運動会手伝い
「クリーンアップきゅうたなべ」開催
10 月 「田辺区子ども居場所づくり」開催
祝園ショッピングモールのイベントコーディネート
「秋のかぐや姫と竹フェスタ 2007」開催
田辺区・普賢寺文化祭手伝い
「第三回 同志社南山義塾」開催
「第 56 回情報交換会」開催
「田辺区子ども居場所づくり」開催
祝園ショッピングモールのイベントコーディネート
「同志社京田辺祭 2007『ADAM 祭』」開催・出店
「山城弁当」「たなべん」販売
「クリーンアップきゅうたなべ」開催
11 月
「まちづくりカレッジ in 大垣」参加
同志社女子大学ホームカミングデーへの出店
「第 57 回情報交換会」開催
普賢寺キャンパスツアー開催
「クリーンアップきゅうたなべ」開催
12 月
「第 4 回 同志社南山義塾」開催
「田辺区子ども居場所づくり」開催

【きゅうたなべ倶楽部 総括】

『 今年 1 年を振り返って 』
今年 1 年を振り返って、いろいろあったなあと思います。きゅうとしては杉岡さんが抜け脱杉岡を目指した組織を作らなけれ
ばいけなくなりました。いろんな方から杉岡さんあってのきゅうたなべ倶楽部だから大丈夫かと心配もされましたが、岡崎君を
中心にみんなで助け合いながらなんとかやれているんじゃないかと思っています。1 年生の時から「きゅうたなべ倶楽部」で活
動してきましたが、杉岡さんが抜けた分 4 年間で一番スタッフ間の繋がりが強かった年かなあとも感じます。みんなで和歌山
に旅行に行ったり、スタッフの誕生日会、伊藤君の家での鍋など普通のサークルのような楽しい思い出もたくさんできました。
活動面としては「クリーンアップきゅうたなべ」、「同志社南山義塾」「山城弁当」「子ども居場所作り」などスタッフそれぞれが新
しい活動を立ち上げてがんばっているのはすばらしいと思います。
しかし、もっといろんな人を巻き込み大きな社会的インパクトを残せてはいないなあとも思います。来年度はスタッフ以外の
学生をいかに多く京田辺に巻き込み、社会的影響の強い事ができるかが課題かなあとも思いました。

代表代理 川合幸治
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きゅうたなべ倶楽部の活動も安定期に入っ
てきたようで、町の人からも信頼される存在
となってきたと思うこの頃です。公民館に印
刷物を配布してくださいとたのんでも「きゅう
さんならいいですよ。」と言ってもらえるよう
になりました。また始めの頃は「きゅうってな
に？」とよく聞かれたものですが、「町のため
に頑張っている学生さんね。」と言われるよ
うになりました。これもこれまで「きゅう」を育
ててくれたスタッフ。そして現役スタッフ、そし
て町の人たちの応援のおかげです。今、頑
張ってきてよかったなあと思っています。
市民代表 有地淑羽

３回生という大学生活も折り返しの地点に突
入しましたが、公私共にそれなりに充実した
年だったと思います。
きゅうたなべ倶楽部の活動においては、和
歌山県の田辺市に行ったことなど色々あり
ますが、自分の中では山城弁当というお弁
当の製作・販売が上手くいった事が特に印
象になりました。
製作の過程で色々と学ぶことが出来まし
たが、特に料理の知識は自分の為にな
りました。この企画に携わるまで、自分
は今まであまり料理をしたことがなか
ったなく、料理や材料の知識は全然
ありませんでしたが、今回、深く学ぶ
ことが出来ました。また、これらの事
以外にも、材料の提供をして頂く過
程で農家の方の話を聞くことが出来
ましたが、その話の中で日本の農業
の実情についても、学ぶことが出来ま
した。このようにして出来たお弁当は販
売当日は用意した約 330 食全てが完売
となり、買って頂いた方にも「おいしい」と言
って頂き、大変良かったです。
ありがとうございました。
このようにきゅうたなべ倶楽部においてはこ
のように充実した活動をすることが出来まし
た。
また私事の面では、単位の取得が今年は順
調にいき、卒業が見えてきた事などがあり、
こちらも充実した物になりました。
来年はいよいよ、４回生という最上級生にな
ってしまいますが、最後までこの調子でやっ
ていきたいと思います。
それでは改めて今年一年本当にありがとう
ございました。
副代表 岡崎健太郎
本年度は私自身活動という活動はしてい
ませんが、杉岡さんが東京に行ってもスタ
ッフ全員ががんばってきゅうを支えている
姿を見て、「みんな成長して、きゅうも成長
した一年だなぁ」と思いました。とりあえず
今年も無事に一年を締めくくれることに感
謝したいと思います。
HP 担当 車多祐士

私が現場を離れて早や半年の歳月が立とうとしてます。今だから言えますが、発
起人として、またずっと現場を引っ張って来たものとしては、始めはやはり不安でし
た。「自分がいなくなってこの団体は続いていくだろうか。すぐに潰れてしまうのでは
ないか」と。ある意味「子離れできない親」のような心境でした。しかし、半年の月日
が経ち、それは杞憂で終わりました。むしろ、私がいなくなってより結束力が強くな
ったのかもしれません。後輩達の活躍の報を聞く度にそのように思います。
では、その背景にいったい何があったのか。それは「ミッション」の存在です。私
はこの団体を作った時から「ミッション・パッション・アクション（最近はここにユーモア
という「ハクション」を足してますが笑）」と言って来ました。最初はもちろん個人的な
ミッションに過ぎなかった事と思います。つまり「NPO（Non Profit Organization）」なら
ぬ「NPP（Non Profit Person）」の段階ですね。しかし、毎日毎日事ある度に言い続
けて来たことが、おそらくこのメッセージが「杉岡個人のミッション」ではなく「団体の
ミッション」へと昇華していったのでしょう。私が団体を離れる時には、すでに「NPP」
が「NPG（Non Profit Group）」へと変わっておりましたし、そして今では見事に「NPO
（Non Profit Organization）」へと変わろうとしてます。この息子・娘たちの成長は私
にとってはこれ以上ない朗報であり、ある意味「想定外」の成長でした。つまり、そ
れは「予想以上」という意味において。これこそが「まちづくり＝ひとづくり」の最大魅
力なんでしょうね。
これからも是非「ミッション・パッション・アクション」をキーワードに、是非さらなる
成長を遂げていって欲しいと思います。
今度また笑顔で子どもたちの笑顔を見れる事を祈念して。
発起人・学生代表 杉岡秀紀
今年は自分にとって、自分に自信が
付いた年といえると思います。1 月か
ら３月にかけてキャンパスリユースの
リーダーを務めさせていただきました
そこで色々困難がありましたが、す
ばらしい仲間と共に最後まで成し
遂げることが出来ました。今まで
は他人と自分をよく比べて「自分
きゅうたなべ
はダメ だ」と自信を何回もなくす
自分がいましたが、キャンパスリ
倶楽部
ユース、田辺区区報、ADAM など
の事業における成功体験を経て、
「自分は自分」というような考え方が
できるようになりました。
来年は就活ですが自分の「道」をはっ
きりと形にして歩んでいきたいと思い
ます。また、きゅうたなべ倶楽部の活
動においては、１人でも多くの学生が
地域に出る仕掛け・きっかけを作って
活動にもあまり参加出来ませんでしたが
いきたいと思い、もっと顔の見える関
きゅうの発展に日々喜んでいました！
係を築いていきたいと思います。
意匠担当 木元幸恵
副代表 加納大輝
今年は私にとって、また一つ、仲間の強さを知った年でした。
きゅうたなべ倶楽部にも馴染み、割り当てられる仕事も増えました。杉岡さんが東京に
行き、仕切らなくちゃいけないことも増えました。追い討ちをかけるようにニーズが増え
続ける、『まちに出ている学生たち』という立場。一方、学業も難しく、授業が分からない
ことも増えました。
1 人だったらどうなっていたのかな、と思います。すぐにパンクして、ぼぅっとしたり、泣き
そうになったり。かと思うと焦りだして、丁寧さが少なくなったり。
けれど私には、どこにいっても仲間がいました。優しくしてくれる人たちがいました。授業
にいっても、サークルに行っても、まちに出ても、色々な人が温かく接してくれました。そ
して、どこよりきゅうたなべ倶楽部。多くの苦労を共にし、多くの感動を共にしているから
こそ、そしてきゅうたなべ倶楽部を守り発展させるんだっていう強い共通意識の中にいる
からこそ、かけられる言葉、安心できる空間。
私はこの場所に生きて、生かされているんだなって感じます。それくらいに、あったかく
て信頼できるところだから。
だから、来年も頑張ろうと思います。精一杯活動するほかに、精一杯この場所の魅力
を、京田辺の魅力を伝えていこうと思います。来年も、どうぞよろしくお願い致します。
事務局長 今里舞

みんなの総括
2007
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代表が関東にいくなどいろいろとありましたが、これまでのことをこなすだけでな
く、メンバー同士力を合わせて新たな取り組みも行ってきております。力いっぱい
頑張ってこられたのは、やはり各人の思いがつながり、チームとして力を発揮す
る力を一人一人がもちえているからだと思っております。
また、来年以降も思いを行動に移し、実現するよう努力する力を大切にし、新た
なむかえたメンバーにも、議論して伝えていってほしいと思います。
私自身はほとんど活動にかかわれておりませんので、後輩の皆様からいろいろ
と教えていただきながら、微力ですが頑張っていきたいと考えております。
来年もよろしくお願いします。
監査 濱本武志
2007 年は慌ただしく過ぎ去っていきました。きゅうたなべ
倶楽部という風にのって。風というより嵐?!でも、その嵐に
よって色々な所へ運んでもらい、たくさんの方々に出会う
事ができ、形のない価値を私の中に残してくれました。
2008 年はどんな年になるやら…
きっと大きな壁にぶつかるでしょう。まぁ『終わりよければ
全てよし』をモットーに笑顔を絶やさずにいたいです。
イベント担当 堀内葉子
出会いの一年！
きゅうたなべ倶楽部に入り、きゅうの楽しくてホッとするメン
バー、地域のあったかいひと達、まちづくりをしている学生さ
んたち、ごみ拾いがきっかけで出会った熱くも面白いひとた
ち・・・。数え切れないたくさんの「熱い想い」に励まされまし
た。今まで出会ったみなさんありがとうございます！！
また、自分の長所が発見できた年でもありました。それは
「元気」なところです！来年も私は「元気な人」だと思います
が笑、それだけではなくて、出会った人に「元気をあげられ
る人」になりたいと思います。
これからもよろしくお願いしますヽ(≧▽≦)/★
イベント担当 竹島一恵

今年はデザイン担当、ということで、きゅうたなべ倶楽部にメ
ンバーとして加わりました．デビューやらで以前から関わり
あったので、そんな気はしませんが（笑）
作ったものを思い出すと、きゅうのメンバー募集ポスター、南
山義塾ポスター・参加証、クリーンアップポスター・参加証、
きゅうグッズのしおり・ボールペンデザイン、その他ちらほら
作っていた気がします．
なんかいろいろ作ってますね．
デザインを始め、自分の出来ることをたくさんさせてもらった
かなぁと思います．
デザインに終始した一年でした（笑）
デザイン担当 福村健太

今年はきゅうや学校、仕事やボランティアな
どさまざまな場面でたくさんの『新しいこと』
が始まった 1 年でした。そして慣れるのに必
死でただただ突っ走った 1 年でした。来年は
それらを『つなぐ』1 年にしていきたいです。
そして、そこで得たものや人をお世話になっ
た方々につないでいけたらいいなと思って
います。来年もどうぞよろしくお願いします
ね！
会計 久保友美

去年の 11 月にきゅうたなべ倶楽部の活動に参加してちょうど一年が経
ちました。去年はきっかけの年、今年はフォーラムの参加や、同志社南
山義塾の開講等、初めての経験をいっぱいして、一回り大きくなるチャ
ンスがたくさんあった年になったと思います。そして、来年は私も社会人
の仲間入りです。京田辺で色々な方と出会い、その中から見付けた私
のやりたい事。どれだけ出来るのか、また新たな挑戦をしていきたいと
思います。皆さんにとっても素敵な年になりますよーに☆
広報担当 浅田麻由美
5 月にこの団体に入ってまだ半年ほどしか経っていませんが、かな
り内容の濃い、そして充実した日々を送ることが出来ました。きゅうに
入る前は大学生活もいまいちだなぁと感じていたため、その無駄にし
てきたのを挽回すべく色々な活動に参加し、頑張ってきました。
7 月末にはキララフェスティバルの代表として参加させてもらい、9
月末からは新田辺東商店街空き店舗で駄菓子屋の店長をやらせて
もらうなど多くのチャンスをいただきました。また活動を通して色んな
人に感謝し、感謝されてきたんだなぁと強く感じることができました。
現在はキャンパスリユース 2008 の実行委員として動き出そうとして
います。また忙しい日々を送ることになると思いますが、頑張ってや
り遂げようと思います。
イベント担当 伊藤将

私は昨年の 10 月末からきゅうたなべ倶楽部に入りました。今までを
振り返ってみて、時間がたつのは早かったなあとつくづく思います。
活動に参加する中で、この倶楽部に入っていなければ知ることができ
なかっただろうなあと思うような新しい視野や知識を先輩方や周りの
人達から与えて頂きました。充実した日々を過ごすことができました。
また自分の価値観と向き合い、それをしっかりと伝えないとなぁと思う
気持ちが前にも増して強くなりました。倶楽部内でも外でもこれからの
目標にしようと思います。
最後に、今まで無事に過ごせたのは皆さんのお陰です、本当に有難
うございました。
スタッフ 阿曽遥加

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
今月の
らスタート！その賞の名も、
“Good Job 賞”。今年最後の今回は，なんと私がいただいてしまいまし
Good
た♪というわけで，私今里と，推薦者代表として川合からのコメントを掲載します♪
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*----*---*----*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
Job 賞
【今里より】 Good Jpb 賞をいただいてしまいました…（〃▽〃） あまり実感はないのですが，きゅうの活動・

京田辺と同志社に，少しでも貢献できていたなら，嬉しいです．これからも，きゅうが，まちが，もっともっと盛り
上がるように，また，私のまわりにいてくれている人が，少しでもたくさん笑ってくれるように，走り続けた
いと思います．がんばりまーす！！
*---*----*----*----*----*----*----*----*----*----*---*----*----*----*----*----*----*----*----*----*---*
【川合より】 舞ちゃんはいつも眠い目をこすりながら、きゅうの総務的な事全般を頑張ってくれています。杉岡さんが抜けた今、
舞ちゃんがいなかったらきゅうは回っていかないでしょう！ これからも無理はし過ぎないように頑張って下さい
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事 務 局 よ り
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）

十二月の事務所当番について

●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

::::::::::

※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

お気軽に、お尋ねください

★12 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> 22 日 10/13 時～
<Contents>クリスマス会
<Place> 田辺区公民館

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

●同志社南山義塾●
<Time> 16 日
<Contents>お菓子の家づくり
同志社教授による講演
<Place> 慶照寺
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

※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）

●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：1 月 11 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：
・毎週月曜日 15:30～
・16 日(日) 9 時より京田辺市内
※16 日には炊き出しを行います！！
マイカップをご持参ください！！
【集合は、8 時 50 分に
近鉄新田辺駅東側階段下付近】

きゅうたなべ倶楽部 new ニュースレター vol.8
発行日:2007 年 12 月 14 日（金）
編集人：今里舞
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
【HP】http://kyutanabe.com
※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】

6 ページ

