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【編集・発行】
NPO きゅうたなべ倶楽部

あけましておめでとうございます。
今年は「きゅうたなべ倶楽部」のマスコット「ちゅう」の年です！！
「ちゅう」はきゅうたなべ倶楽部を設立する前に、杉岡君達が行った大学と地域を結ぶエコマネー「きゅう」のマ
スコットでした。以来、
「ちゅう」はいっぱい弟や妹を増やし学生と市民を結ぶツールとして皆様に可愛がってもら
えるようになりました。
本年も地域と大学が益々繁栄する年でありますこと祈って、どうぞ「きゅうたなべ倶楽部」の「ちゅう」達の活躍
を応援お願いいたします。
市民代表 有地淑羽

その１・年上編（笑）
●風のようにふわっとやってきて、ふっと居なくなる、が今年も目標です。そんなに当てにもされず、でもちょっと困った時と
おやつがいる時には声をかけてくれる♪今年もそんな有地さんでいきたいと思います。旧年中はいろいろと有難うござ
いました。みんな元気に今年もどうぞ宜しくお願いします♪（有地）
●今年はいよいよ発足五年目の節目の年に当たります。そういう意味で今までの良い所はさらに伸ばし、悪い所は改善
する、そのような PDCA（Plan-Do-Check-Action）で言えば C の年にしたいですね。いみじくも「Chu（きゅうのマスコットキ
ャラクター「チュウ」）」の年でもありますし(笑）。（杉岡）
●今年は、順調に行けば 3 月に大学と共にきゅうも卒業させて頂きます。 大学四年間で学んだ事を生かし社会で活躍出
来るよう頑張っていきたいと思います。（川合）
●２００７年は、初めてづくしでてんてこまい！の１年でした。２００８年は少し時間に余裕を持ちつつも、新たな挑戦を続け
ていく、そんな欲張りな１年にしたいです♪（久保）
●今年は公私ともに充実した年にしたいです。（車多）
●挨拶＆感謝は忘れずに☆社会人への第一歩踏み出します！（浅田）
●今年はいよいよ就職です．新たな自分の出来ること探し、頑張ります！（福村）
●１健康に気をつける～前年大晦日比で５キロ減量～ ２各事業に少しずつ顔をだし写真におさめ記録する（濱本）
●あけましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいいたします♪（木元）
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今 月 の 活 動 報 告
12 月 14 日以降 12 月 31 日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆
●第 57 回情報交換会 12/14●
12/14●
第 57 回の情報交換会が行われました。講師は、関西学院大学
にてまちづくりに取り組まれている吉田智彦さん。まちづくり
に対する、学生の関わり方・市民のかかわり方について、熱く
語ってくださいました♪

●同志社南山義塾の
同志社南山義塾の開催 12/16●
12/16●
同志社南山義塾を行いました。今回は、日下先生による講演と、
おかしの家づくり。今すぐ毎日に活かせる講演と、小さい頃は
夢にまで見るお菓子のおうちを作る機会と。楽しかったです
よ！！詳しくは、第 3 面をご覧下さい。

●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 12/16・
2/16・19●
19●
クリーンアップきゅうたなべを行いました！！新田辺東商店
街にて行った 16 日は、炊き出しも行いました。豚汁美味しか
ったですよｗ詳しくは第 3 面をご覧下さい☆

●子ども居場所
ども居場所づくり
居場所づくり打
づくり打ち合わせ 12/15●
12/15●
クリスマス会の打ち合わせを行いました。朝から晩まで
のプログラム、張り切って準備します！！
●日本大学ヒアリング
日本大学ヒアリング 12/21●
12/21●
日本大学の学生さんが、ヒアリングに来られました♪遠
くから来られただけあって、とても熱心でしたよ！！3
月に行われる全国大学まちづくりフォーラム in 京田辺の
時にも、来てくださるそうです☆
●おててつないでマッチング
おててつないでマッチング 12/26●
12/26●
NPO 法人そよかぜサポートのおててつないでの方から
HP を作れる人を探してほしいとの依頼を受け、同志社の
学生さんを紹介しました♪かわいい HP ができたら、そこ
から活動が発展したら、いいですね！！

●田辺区子ども
田辺区子ども居場所
ども居場所づくり
居場所づくり 12/22●
12/22●
今回の子ども居場所作りは、クリスマス会。学生は、サンタに
なってプレゼントを渡したり、映画上映をしたり、手話で歌を
歌う指導をしたりしました。今回の居場所作りも、子ども達の
笑顔いっぱいの楽しい会になりました o（=＾▽＾=）o

☆お仕事☆

☆その他☆
●たなべ デ・ビュー取材
ビュー取材・
取材・MTG 12/18.・
2/18.・19・
19・20・
20・21●
21●
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！！

●キャンパスリユース MTG 12/18●
12/18●

●たなべネット
たなべネット MTG 12/18●
12/18●
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。2007 年最後の MTG も、熱く語り合い
ました。2008 年のパソコン講習も、どうぞお楽しみに☆

キャンパスリユース、着々と進めてまいります！！今は、メ
ンバー集めや看板書きがメインですが、回収依頼も入ってき
ているので、もうすぐ忙しくなる予感かな☆

●京都教育大学の
京都教育大学の講義参加＠
講義参加＠キャンパスプラザ 12/18●
12/18●
今週も参加してきました！今回は、ビックイシュー日本の代
表の方のお話。とても考えさせられる内容でした♪

その 2・年下編（笑）
●明けましておめでとうございます。2008 年となり、また気分一新で様々な活動に取り組みたいと思います。今年も宜しくお願い
します。（岡崎）
●「見たら考える、考えたら言う、言ったら行動する」の精神で邁進していきます！（加納）
●自分らしく，自分のできる範囲で，でも精一杯丁寧に生きたいと思います．学生生活最後の年．どこかで誰かが「まいちゃんが
いてよかったぁ」なんて思ってくれたらいいなぁと思います．（今里）
●まずは動いて、飛び込む！楽しむ！ことはずっと続けたいと思います。それに加えて、２００８年は「自分に自信をもつ」「ひと
つひとつに想いをこめて大切に」を心がけていきます！その為に自分の欠けていることにも正面からぶつかっていきたいと思い
ます。（竹島）
●見える所でも見えない所でも頑張れる、そんな自分を目指していきたいと思ってます。（堀内）
●昨年は色んなことをして、吸収し、がむしゃらに過ごした年でした。今年はそれを活動に生かせるよう、また出会いやご縁を大
切にして行きたいと思います。今年もよい出会いがあります様に…（伊藤）
●おめでとうございます。2008 年、きゅうでも活動的に過ごして成長できたらよいなと思います。あとストレスをためないことを目
指します！（阿曽）
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クリーンアップ
１２月
１２月１６日
１６日(日)９：００～
００～
きゅうたなべ
新田辺東商店街にて
新田辺東商店街にて
『第１３回
１３回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』
きゅうたなべ』を開催しました
開催しました。
しました。
今回は東商店街のみなさん、東商店街にある同志社ブースのみなさん、同志社現代ＧＰのみなさん、遠くか
らきて下さった熱い学生さん、京田辺をキレイにしたいという想いをもったみなさん！など、たくさん参加し
てくださいました。ありがとうございます。なんと今年のクリーンアップで最大参加人数である２４人の力を
合わせて、わいわいと東商店街のごみを拾いました♪
また、今回は初の試みである「炊き出し」も行いました！市民代表の有地さんお手製の豚汁です。とっても
美味しく出来上がりました☆美味しい豚汁を食べて、体もあったまり、クリーンアップや互いのことを話しな
がら心もぽかぽかになりました。
『クリーンアップきゅうたなべ』があったかで出会いある居場所になるといい
なぁと思います。
ご協力して頂いたみなさんありがとうございます。今後とも想いを積
み重ねて楽しくがんばっていきたいと思います。よろしくお願いします。
クリーンアップ初めは、２００８年１月７日（月）です。１５時半から
JR 同志社前駅前集合で、興戸をキレイにします！ご参加お待ちしております。（竹島）

第四回同志社南山義塾

12 月 16 日(日)
第四回同志社南山義塾を
第四回同志社南山義塾を開講しました
開講しました。
しました。

午前中は 13 名の子供達とお菓子の家づくりをしました。カステラを敷き詰めたものを
土台に一人一個ずつ、自分の家をつくります。クッキーやチョコやポッキー、生クリー
ム等を使って、13 個の個性豊かな家が出来上がりました。
午後からは、初登場となる、同志社女子大学から日下菜穂子先生
をお招きしました。ストレスについてお話をしてくださいました。
簡単なリラックス方法も教えていただき、体感しながらの授業で面白かったです。
さて、2 月 22 日(日)が最後の同志社南山義塾になります。
最後までどぅぞよろしくお願いします♪
（浅田）

☆★☆きゅうたなべ
☆★☆きゅうたなべ倶楽部
きゅうたなべ倶楽部の
倶楽部の応援団（
応援団（サポーター・
サポーター・スポンサー）
スポンサー）募集中！！
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
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（郵送・FAX・メール・手渡し可）
※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、
『毎月
一番頑張ったスタッフをを表彰し
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 8 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．今回の受賞者は伊藤くんです．ここに，
伊藤と，推薦者代表として岡崎からのコメントを掲
載します♪

今日は 2008 年 1 月 1 日．というこ
とで，昨年年間を通しての GooｄJob
賞を表彰しようということになり
ました．2007 年年間の GoodJob
生受賞者は，オカケンこと岡崎君で
す☆というわけで，岡崎と，推薦者の
私からのコメントを掲載します♪

今月の
Good
Job 賞

*---*----*----*----*---*----*----*----*----*
【伊藤より】

ありがとうございます。12 月は特に何をやったというわ
けではないと思うのですが、素直に喜んでおきます。
今後はキャンパスリユースで色々といっぱいいっぱいで
ご迷惑を多々掛けると思いますがサポートよろしくお願
いします！

*---*----*----*----*---*----*----*----*----*
【岡崎より】

今回は伊藤くんを推薦させて頂きました。たなべデビュ
ーの事やキャンパスリユースの事などで、いつも遅くま
で残って作業してる姿をよく見ます。あまり無理をせず、
これからも頑張って下さい。

2007
Good
Job 賞

*---*----*----*----*----*---*----*----*----*----*
【岡崎より】

今年一年のグッジョブ賞を頂きました。僕自身は今年はそれほ
ど頑張った気は正直しないのですが、賞を受け取ることが出来
て光栄です。皆さんのおかげです。ありがとうございました。

*---*----*----*----*----*---*----*----*----*----*
【今里より】

2007 年，学生代表だった杉岡さんがいなくなってから，副代表とい
う肩書き以上に責任を感じ，きゅうたなべ倶楽部を引っ張っていっ
てくれました．担当事業であるたなべ デ・ビューの実行委員会以
外にも，きゅうたなべ倶楽部全体が，こうして一つにまとまって会議
運営からイベントまで一つ一つをこなしていけたのは，何よりオカ
ケンが先頭にたって引っ張っていってくれたからだと思います．そし
て，和歌山への取材旅行や一人ひとりのお誕生日会など，メンバ
ー同士の仲良くなる仕掛けを作ってくれたのもオカケンでした．1 年
間ありがとう＆今年もよろしくね！！

一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

::::::::::

変更にな ること があり 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

お気軽に、お尋ねください

★1 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●

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

<Time> 12 日・26 日
<Contents> とんど祭り
・カルタとり大会・おぜんざい
<Place> 田辺区公民館

●普賢寺とんど祭り●
<Time> 13 日
<Contents>
普賢寺地区のとんど祭り
ぜひぜひ、ご参加ください☆

あり
●田辺区
がとう
●株式会社ニチダイ
株式会社ニチダイ
●ファイトクラブ三山木
ファイトクラブ三山木
●（有）ベルウッドクリエイツ
●舞妓の
舞妓の茶本舗
●山忠株式会社
（マンションパイシーズ）
マンションパイシーズ）
※あいうえお順

●きゅうたなべ倶楽部
きゅうたなべ倶楽部

特別イベントのお
イベントのお知
のお知らせ●
らせ●
情報交換会：
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
クリーンアップきゅうたなべ：
きゅうたなべ
1 月 12 日(土) 時より木津川～三山木周辺
※詳細は後日 HP にてご案内いたします

きゅうたなべ倶楽部
きゅうたなべ倶楽部 new ニュースレター
ニュースレター vol.9
発行日:2007 年 1 月 1 日（火）
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】
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