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ご あ い さ つ
もうすぐ年度末。空気が凍り、雪やあられが降る日もでてきましたね。皆さん風邪など引かれていませんか？
この間、奈良の小学校へ行く機会がありました。そこで校長先生が語って下さったことの中に、『手間ひまをかけるの
がいい』というものがありました。「メールで済ませるより電話。電話よりも直接会うこと。面倒くさいし時間もかかる
が、その方がよりコミュニケーションが良く取れる。人間が触れ合えるし学ぶこともある」のだそうです。
本当に、そうですよね。そしてそれだけでなく、手間ひまをかければかけるほど、ありがたみも増しますし、きちんと
やろうという気持ちが生まれ、濃度の濃い時間が過ごせる、そんな気がします。
私も、濃くてすてきな人間関係が少しでも多くつくれるように、小さな手間を喜んで受け入れていこうと思いました。
そして、ワープロ打ちのニュースレターではありますが、月 1 の発行を通して、きゅうたなべ倶楽部のいろいろな想いが
皆さんに伝わればいいなと思います。

特集★子ども居場所づくり

第２・４土曜日の毎月２回、田辺区の公民館で
『田辺区子ども居場所づくり』を開催しています。

田辺区の方々ときゅうたなべ倶楽部が「子ども達の休みの日の過ごし方を考えよう・豊
かな感性を持って大きく育ってほしい」という願いの中、2007 年からスタートしたこ
、まずは１年間、継続する事ができました。
の『子ども居場所づくり』
この１年間の活動を振り返ると、本当にたくさんの活動をしてきたのだなと思います。
【サツマイモの苗植え・七夕祭・竹のおもちゃ作り・同志社大学見学ツアー・カレー作
り・紙芝居・一休寺散策・かるた大会・映画鑑賞…などなど】を行ってきました。
子ども達が自然や文化を感じ、イキイキと楽しんでもらえるように。また、季節や地域
の行事に合わせた内容を取り入れ、親しみを感じてもらえるように。そして、大学生も
一緒だからできる事。などを根底に置き毎回の内容を考えています。
その甲斐あって、参加してくれた子ども達の顔にはいつも、キラキラと笑顔が輝いてい
ます。その笑顔を見ると嬉しくて、やりがいを感じる事ができ、もっと楽しんでもらえ
るように頑張ろうと思います。
『あっ土曜日だ！公民館が開いている日だ！』と子ども達がふらりと立ち寄って、学年をこえてみんなで遊ぶ。子ど
も達が遊んでいる間にお母さんお父さん達が井戸端会議のような交流を持てる。そしておじいちゃんおばあちゃんが
昔の遊びを教えてくれ、大学生も地域にとけこむ。このように、地域の方々が１つ
の場所に集まれる場所づくりを目指していきたいと思っています。
ここまで継続できたのは子ども達がよりよい心を持って育っていってほしいと願
う熱い思いを持った田辺区の方々の協力と、保護者の方々のご理解ご協力があった
からこそだと思っています。これからも試行錯誤しながら頑張っていきたいと思っ
ていますので温かく見守っていただけると幸いです。
みんなで楽
みんなで楽しくステキ
しくステキな
ステキな土曜日をすごしませんか
土曜日をすごしませんか？！
をすごしませんか？！
たくさんのご参加
たくさんのご参加お
ちしております。
参加お待ちしております。
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（文：堀内）

今 月 の 活 動 報 告
1 月 1 日以降 2 月 7 日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆
● 祝園ショッピングモールイベント 1/6 日●
祝園のせいかガーデンシティにて，
同志社大学邦楽部をマッチング
して演奏会を行いました．最近ではイベントも根付いてきて，お客
さんもいっぱいです☆今回も，とても好評でしたよ♪
● 第58 回情報交換会 1/11日●
第58 回情報交換会を開きました♪今回は，同志社大学の職員さん
である，
吉田順一さんにご講演いただきました!!人の繋がりの大切
さを，皆で改めて確認することができましたo(≧▽≦)o
● クリーンアップきゅうたなべ 1/7・12・14・21・28・2/4日 ●
12 日は，ゴミンゴのみなさんと，三山木の清掃をした
後に，おぜんざいの炊き出しを行いました☆すごくお
いしかったです~(>_<｡)~ その他は，興戸で草の根活
動的にゴミ拾いをしました．まちがちょっとずつキレ
イになっている気がして，気持ちがいいですよ!!
● 田辺区子ども居場所づくり 1/12・13・26 日 ●
12 日は，田辺区のとんどさんに参加させていただきました．おぜ
んざい，おいしかったです♪13 日には今後も居場所づくりの打ち
合わせをして，26 日にはカルタ大会を行いました!! すごく白熱し
ました!!またやりたいな♪居場所作りに関して，
詳細は第一面をご
覧下さい☆
● 普賢寺とんど祭 1/13 日 ●
普賢寺のとんど祭に参加させていただきました!!すごく大
きな塔を作って，お正月飾りや書初めを燃やした後は，同
じ火でお餅を焼いて食べました♪♪おいしかったです!!
● 他団体ゴミ拾い参加 1/26・27 日 ●
26 日には，いつも一緒にゴミ拾いをやっている花園大学の納会に
出席，27 日にはスマイルスタイル主催のオールナイトゴミ拾いに
参加しました!! こうしてできる人との繋がりは，宝物です☆

● 京田辺情報支援ネットワーク研究会 1/17・2/5 日 ●
パソコン講習の企画運営を行っている，京田辺情報支援ネット
ワーク研究会（通称：たなべネット）の研究会がありました．
今まではルーチンな部分も多い講習でしたが，2008 年度からは
改革します!!そして，3 月の講習は12 日に行われるので，よろ
しくです♪
● 生協理事会 1/21日 ●
生協の理事会に参加してきました．規則を大幅に改正し，それ
に伴い，生協の運営なども2008 年度から少しずつ変わります．
変わり続けるからこそ，良いものを提供し続けることができ
る！今後の同志社生協に乞うご期待！！
● 祝園ショッピングモール視察 1/22 日●
2/24 に祝園のせいかガーデンシティで行われるJazz の演奏を
マッチングしましたが，そのバンドメンバーを現地に案内しま
した．現場を見ていただくことで，より現場にあった楽器編成
や曲にしていただけて，よりよいイベントになりそうです！！
● やましろミュージアム会議 1/25 日 ●
夏に開催予定の，やましろ地域の大きなお祭り・やましろミュ
ージアムの会議がありました．中心になっているのは，山城青
年会議所．きゅうたなべ倶楽部のほかにも，大学や行政の方な
どが出席されていました．まだ何も決まっていませんが，ステ
キなお祭りにしようと思います！！
● 竹送りMTG 1/27 日 ●
京田辺で，たぶん一番有名なイベント・竹送りの会
議がありました．この日は，当日の打ち合わせのほ
かに，竹林整備などの事前準備を行いました．当日，
晴天のもと，順調に，竹を奈良まで運べる
ことを，祈っています...φ(u_u*)

☆その他☆
☆お仕事☆
● ヒアリング対応 1/11・14 日 ●
11 日には，愛知県田原市の市役所の方が，14 日には愛知創造大学
の学生の方が，
ヒアリングに来てくださいました．
とても遠いのに，
きゅうたなべ倶楽部までお話を聞きに来てくださるなんて，
嬉しい
ですね!今後も活動がんばろうと思いました♪
● けいはんな新年賀詞交歓会 1/11日●
毎年お誘いいただいている，
けいはんなのまちづくりに関わる方が
たくさん集まる，賀詞交歓会に行かせて頂きました．正式なイベン
トですが，たくさんお名刺を交換させていただきました☆
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● たなべ デ・ビュー準備 1/10・17・24・31・2/3・4・7 日 ●
3/31発行予定のたなべ デ・ビュー第4 号！そろそろ大詰めです．
進んでいない企画を大急ぎで仕上げ，編集が順調な企画はより洗
練する，そんな作業をしています☆表紙も正式に決まりかけ，完
成形が見えるのも間近！乞うご期待です！！
● キャンパスリユース準備
1/8・10・18・21・23・30・2/1・5・7 日 ●
今年もやります！同志社キャンパスリユース 2008！！卒業や引
越しをする学生の不要な家電家具の回収も進み，リユース市の販
売日も決定しました.今年もいいモノを安くみなさんに提供でき
るよう，全力でがんばります(≧∀≦*)

きゅうたなべ倶楽部

総会

2007 年は年末の 30、31 日に京田辺のウェルサンピアを借りて、OB、現役生合同で総会を行いました。
OB が増えてきたこともあり、今回は全国に散っている人が年に一回再会する事と、OB と現役の交流を目的に開催しまし
た。
今回，総会にて行ったことは，①きゅうたなべ倶楽部の現在の状況報告，②自己紹介
＆交流会でした．きゅうたなべ倶楽部の現状報告の中には，先輩方が作り，引き継い
できた事業も多数あり，きちんと報告できてよかったなと思います．また，交流会の席
では，社会人になった先輩方から，きゅうたなべ倶楽部の事業以外にも，プライベート
なことまで相談に乗っていただけて，とてもよい時間を過ごすことができました．
初対面の人もいましたが、非常に楽しく有意義な場だったので来年以降もやりたいと
思います。
（文：川合）

★きゅうたなべ倶楽部・役職紹介★
きゅうたなべ倶楽部では，役職をひとつのモチベーションアップの仕掛けとしているため，たくさんの役職が存在し
ます．今回は，今まで知られているようで知られていなかった，きゅうたなべ倶楽部の役職を紹介します♪
★代表：
代表：役割は，きゅうたなべ倶楽部の『顔』ですね！！現職は，市民代表有地さん・学生代表杉岡さんです☆
★代表代理：
代表代理：代表がいないときに，代表の代わりをするという役職です．現職は，川合さんです♪
★副代表：
副代表：代表の補佐です．現職は，岡崎くんと加納くん．実際，この 2 人中心にきゅうが回っていると言っても過言ではないのでは!?
★事務局長：
事務局長：メールチェック，郵便物管理などなど．ニュースレター発行も，事務局長の仕事．今は今里が勤めさせていただいています☆
★広報担当：
広報担当：メールマガジンの発行が主な仕事です☆現職は，浅田さんです♪
★イベント担当
イベント担当：
担当：担当のイベントを中心になってまわします☆現職は，竹島さん・堀内さん．イベント担当候補の人はたくさんいますが（笑）
★HP 担当：
担当：HP の更新をお任せしています．現職は車多さん．車多さん以外ありえない仕事です．これからもよろしくお願いします！！
★商店街担当：
商店街担当：新田辺東商店街や三山木商店街との連絡係です．現在は伊藤くんがやってくれてます☆
★デザイン担当
デザイン担当：
担当：きゅうたなべ倶楽部の看板などのデザインをお願いしています☆現職は，福村さんです．仕事早いですよー！！
★会計：
会計 きゅうたなべ倶楽部のややこしすぎる会計を引き受けてくれています．現職は，院生の久保さんです☆
★監査：
監査：いつも見ていてくれていて，時々アドバイスをくれる人です！！現職は，濱本さんです☆
★意匠：
意匠：きょうたなべ MAP くんに見られるように，素晴しいデザインを書いてくださる方です！現職は，木元さん．彼女以外にはできないです

☆★☆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』といいう企画が昨年の 4
月からスタート！その賞の名も、
“Good Job 賞”！！
第 9 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♪今回の受賞者は川合さんです！！
というわけで、川合と，推薦者代表として岡崎からのコ
メントを掲載します♪

今月の
Go o d
Jo b 賞

初めまして、
新しくメンバー
になった同志社大学文学部英文学科
１回生の西岡です｡
１月に正式に入ることになったんですが、あまり
活動に加わることが出来ませんでした。今月からはもっ
と参加できるので、本格的にメンバーとして活動してい
きたいです。
まだまだ分からないことだらけなので、しっかりと学
んでいきたいです。よろしくお願いいたします。

*---*----*----*----*----*---*----*----*----*----*
【川合より】

今回の期間はイベントが少なかっのもあり初のグッジョブ賞を
頂けて光栄に思います！ 僕は今年でいなくなりますが、それ
以降もグッジョブ賞の制度を続けてほしいと思います。

こんにちは、
小田です。
貴公子らしくふるまって
活動をしていきたいですね。
強きをくじき、弱者を助ける。もちろん出来る範囲で
ですが｡
このまえも、困っている人を助けました。
出来る範囲で助ける、それが貴公子の役目なのです。ｗ

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

今回は川合さんを推薦させて頂きました。
年末の総会に向けて、かなり前から、ＯＢの先輩方と連絡を取
り合って頂いたり、会場のウェルサンピア京都を抑えて頂くな
ど、様々な事をして下さいました。
歴代の先輩方とお会い出来て、楽しい総会になりました。
本当にお疲れ様でした。

★2 月の一押しイベント★
●田辺区子ども居場所づくり●
<Time> 9・23 日 13 時～
<Contents>
<Contents> 映画鑑賞ほか
<Place> 田辺区公民館

●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
3 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
クリーンアップ きゅうたなべ
●竹送り●

9 日(土) 13 時より木津川周辺及び京田辺市内

<Time> 11 日 8：00～
<Contents>
お水送りに使う竹を奈良へ運ぶ
<Place> 観音寺ほか

●たなべネットパソコン講習●
<Time> 12 日 10 時～17 時
<Contents> HP の便利な活用術
<Place> 同志社大学

●同志社南山義塾●
<Time> 24 日
<Contents>
心理学部教授による講演 ほか
<Place> 慶照寺
ぜひぜひ、
ぜひぜひ、ご参加ください
参加ください♪
ください♪

楽しさ満点０ ぜひぜひご参加ください♪

◆法人スポンサー紹介◆
『きゅうたなべ倶楽部
きゅうたなべ倶楽部』
倶楽部』
is supported by…
by…
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
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【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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