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NPO きゅうたなべ倶楽部

ご あ い さ つ
風も日差しも暖かく、野に咲く花に心和む季節となりました。吹雪の中美しく咲く寒梅も本当に尊敬できるけれど、ア
スファルトの隙間から笑いかける小さな花々には、他のどんな花より元気付けられます。自分に与えられた場所で、精一
杯生きる輝き。まっすぐな明るさ。踏まれても起き上がり、摘まれても笑い続ける、強さ。雑な草なんて呼ばれるけれど、
すごく大きなプラスのエネルギーを持っている気がして、彼らを見ると「私もがんばろう」という気持ちになります。
さて、そんな春の季節は、新しいことが始まる季節。きゅうたなべ倶楽部も、来月から新体制に入ります。このニュー
スレターの発行も、事務局長担当から広報担当になります。つまり、これは私が発行する最後のニュースレター。今まで
読んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。そしてこれからも、きゅうたなべ倶楽部と新生ニュースレタ
ーを、宜しくお願い致します。
2008 年 3 月。
この季節に、きゅうたなべ倶楽部からは、
3 人の先輩方が卒業されます。
最後に、メッセージをいただきました。
どうぞ、ご覧ください。

特集★卒業する先輩よりコメント

きゅうを四年間やってこれて本当に良かったと思ってます。1、2 年の頃はほぼ毎日、事務所に
いき、イベントにも参加し迷惑もかけましたが、がむしゃらに頑張れたとおもいます。こうや
って市民の人と接しながら大学生活を送るのもありです。この京田辺での経験を生かして社会
でも活躍できるよう精進していきます。
代表代理 川合幸治
きゅうたなべ倶楽部を支えて下さっている皆様、どうもありがとうございました！！
私はもぅすぐ卒業式を迎え、4 月から社会人になります。私がきゅうたなべ倶楽部に加わり、
活動し始めたのは 3 回生の 11 月でした。かぐや姫と竹フェスタ、きららフェスティバル、
同志社南山義塾…その他色々なことを経験させていただき、私にとって楽しく、濃い学生生
活を送ることが出来ました。もし、きゅうたなべ倶楽部と出会っていなかったら、今私は何
をやっていたんだろぅと不思議に思います。
地域の人から、学校では教えてもらえないことをたくさん教えてもらいました。そして恩返
しを込めて、もっともっと私の出来ることで人の役に立ちたいと思うようになりました。
不安なことはたくさんありますが、京田辺での思い出を胸に、社会人として輝いていきたい
と思っています。
広報担当 浅田麻由美
本当にありがとうございました。
きゅうたなべ倶楽部では広報物担当、ということで、ポスター製作やグッズ他デザインなど、
好きなことをやらせていただきました．まちづくりとは直接関われた活動はあまりないんで
すが、作ったもので間接的にでも関われていたら、きゅうに参加した意味があったんじゃな
いかな、と思います．
それから、皆のパソコンでのデザインや編集スキルのレベルアップ速度には驚かされまし
た．軽く追い抜いてくれそう（もう既に追い抜いたかな）で、安心して卒業できそうです♪
最後に、自分にとってきゅうは最高の『成長の場』であったと思います．
みなさん、ありがとうございます♪
デザイン担当 福村健太
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今 月 の 活 動 報 告
2 月 8 日以降 3 月 13 日までの主な活動報告です♪
☆イベント☆

☆お仕事☆

●第 59 回情報交換会（2/8）●
第 59 回方法交換会を行いました！！講師は、きゅうた
なべ倶楽部代表代理の川合さん♪『先輩』にしか離せ
ないお話を聞くことができました☆
●田辺区子ども居場所づくり
（2/9・23、3/8）●
田辺区の公民館で居場所づくり事業に
参加してきました♪今回は、じゃがい
もを植えたり、スポーツ大会をしまし
た、サプライズで豚汁の振る舞いもあ
り、楽しかったです☆

●キララフェスティバル会議（2/13）●
今年も始まりました！キララフェスティバルの打ち
合わせ♪今年は 7/26 に実施予定です☆今年も去年に
負けないくらい、面白い企画盛りだくさんにする予
定ですので、乞うご期待！！
●たなべネット研究会
（会議は 2/18、3/5、パソコン講習は 3/12）●
正式名称、京田辺情報支援ネットワーク研究会。3/12
のパソコン講習に向けて、準備などなどを行いまし
た。当日は 1 日プログラムにも関わらず、22 名もの
方にご参加いただけました♪来年度もがんばりま
す！！

●クリーンアップきゅうたなべ（2/9・18・25、3/11）●
着実に、ゴミを拾い続けてます！3/11 からは、早朝ゴ
ミ拾いを復活させました☆気持ちいいですよｗ
●竹送り（2/11）●
今年も参加してきました！京田辺のビックイベント・
竹送り！！元気に京田辺から奈良 2 月堂まで、竹を運
びました！！詳しい報告は、第三面をご覧下さい♪

●やましろミュージアム会議（2/21・3/10）●
第二回・第三回目の会議が開かれました♪だんだん
と、祭のコンセプトやメインイベントが決まってき
ています☆なんだか、盛大な楽しいお祭りになりそ
うですよ！！祭り実施は、9/14＠けいはんなプラザ
周辺です♪予定、空けておいてくださいね？？
●取材対応（2/21・24）●
とてもありがたいことに、KCN 京都さんに取材して
いただきました♪番組収録は 15 日、放映は 4／16～
30 の予定です☆合計約 50 回も放映してくださるそ
うなので、皆さん是非是非ご覧下さい☆ミ

●キャンパスリユース（準備毎日、開催 2/23、3･1・8）●
毎日、家電家具と真剣に向かい合ってます…。回収し
たり、掃除をしたり。そして迎えた販売日には、本当
に多くの方が訪れてくださいました♪残る販売日はあ
と 2 日！これからも、気合い入れてがんばります！！
●第五回同志社南山義塾（2/24）●
昨年 6 月から行ってきた同支社南山義塾もいよいよ最
終回。今回は、子ども達と工作したり、講演していた
だいた後に、交流会を実施しました☆素敵な感想を沢
山いただき、嬉しかったですｗ詳しくは、第三面をご
覧下さい。

●全国大学まちづくり政策フォーラム in 京田辺
（スタッフ打ち合わせ 2/25、開催 3/7～9）●
今年も、全国から来たチームのサポーターとして、
お仕事させていただきました♪京田辺にちょっと詳
しい私達の知識やコネが、よりよい政策提言に、よ
りよい京田辺の政策に、繋がればいい。さらに学生
同士の交流の機会になればいい。そんな想いで頑張
りました♪

☆その他☆

●せいかガーデンシティのイベント（2/24）●
祝園のショッピングモールにて、順調に実施中！2 月
は、Jazz イベントをマッチングしました♪レベルの高
いバンドなため、多くの方にご満足いただけたようで
何よりです♪♪
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●たなべ デ・ビュー発行準備
（毎日、会議は 2/14・21・28、3/6）●
3/31 に第四号を発行するために、出来ていない記事
の完成や最終チェックを行い、ついに最終稿を提出
しました！！制作は…とても長かったです。この号
が、無事に発行され、多くの方に読んでいただけ、
皆様のお役に立つことを心から祈ってます☆ミ

～想いを繋ぐ竹送り～
2008 年 2 月 11 日
竹送り
京田辺市の『二月堂竹送り』に参加しました！
「お水取り」の名で知られる東大寺・二月堂の修二会。その中で「籠松明」として使われている真竹は京田辺市の
山城地域のもので、毎年「お水取りの行」によって届けられます。
第二次世界大戦や昭和 28 年に山城地方を襲った風水害により、しばらくの間、途絶えていた竹送りですが、昭和
53 年、市民によって結成された「山城松明講」により約 40 年ぶりに復活しました。以後、毎年 2 月 11 日の早朝、
周囲が 20ｃｍ、重さ 100ｋｇほどもある根付きの真竹を 7 本掘り起こし、観音寺で道中の安全を祈願する「竹寄進」
の法要のあと、二月堂に向かって出発します。竹は、奈良・黒髪山まで車で運ばれ、そこから一部が大八車、残りは
「山城松明講」社員と一般参加者の肩に担がれ、古式に習い、旧奈良街道の 4ｋｍほどの道のりを進み、二月堂まで
届けられます。
私は昨年も参加しました。昨年は、京田辺市民ですが、竹送りは初体験でした。地域の方、地域の伝統・歴史にふ
れあう機会を得て、新たな地元・京田辺市の魅力を知り、より京田辺に愛着を持つことが出来ました。今回は、きゅ
うたなべ倶楽部から 1 回生、2 回生も参加しました！このように、地域の方々の想いを新たな世代に繋いでいること
は、すごく素敵だと思いました。また来年も、卒業しても、竹送りに参加し続けたいと思います。
（文：竹島）
雪が舞う晴れた日でした。
2 月 24 日(日)慶照寺にて第五回同志社南山義塾を開講しました。
同志社南山義塾は、去年の 6 月 24 日(日)から始まり、今回が最後となります。その為、卒塾式と懇親会も行いました。
10：00～11：30 は公民館で子供たちとまず、竹筒に折り紙を貼ったりしてオリジナルのペンたてを作りました。字を切り抜
いて貼ったり、折り紙の模様を上手に活かしたり、子供たちの発想力に驚きました。今回はこれだけではなく、餃子もみんな
でつくりました。準備は朝早くから地域の皆さんがやってくれていて、子供たちは皮の包み方を教えてもらいながら 1 人 3 つず
つ持って帰りました。この餃子は懇親会でみんなで食べる為たくさん準備していただきました。
午後は 13：00～同志社大学の余語先生に講演をしていただきました。心理学の先生なので、ストレスや心についてお話を
して下さいました。身近な話題なので、皆さん興味津々で聞いていました。
いつもならここで解散なのですが、今回は最後です！卒塾式を行いました。卒業証書は塾長の田宮さんから、記念品贈呈
は、同志社大学内藤部長さんから手渡されます。「こんなん何年振りにもろたんやろ」その言葉は私にとってとても大きな意
味を持ちます。やってよかったなぁと実感しました。懇親会では石井市長も挨拶に来て下さり、前回講演して下さった同志社
女子大学の日下先生も駆け付けて下さいました。みんなで餃子を食べながらホントに楽しい一時を過ごさせていただきまし
た。
約一年間、同志社南山義塾を担当させていただいて、地域の人、京田辺市や同志社大学の御協力があってこそやってこ
（文：浅田）
れました。心から感謝します。どうもありがとうございました。

第五回同志社南山義塾

★☆★

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

『きゅうでの体験は…』
By．角谷一範先輩
きゅうに入る前まで、勉強という何も社会に対して
生み出すことのないプロセスに、飽き飽きすると同
時に、そんな意味のない（と当時は思えた）ことで
さえ大した成果を残してこられなかった自分自身
にも失望していた。そんな僕にとって、初めて意味
があると思えるような機会を得て、多少なりとも
「学生生活」のゆるい空気から外の世界の空気を
吸うチャンスが得られたのは本当に大きかった。
社会にとっての自分の位置づけは？どんな貢献
が自分に出来る？自分の来た道は正しかった？
社会に対して貢献するために何が自分には欠け
ている？そんなこと疑問が一気に解けて、人生初
めての「何かを成した」という実感とあいまって、大
きな自信を得られたと思う。

きゅうたなべ倶楽部では、『毎月
今月の
一番頑張ったスタッフをを表彰
Good
していこう』といいう企画が昨
J ob 賞
年の 4 月からスタート！その賞
の名も、“Good Job 賞”！！
第 10 回目の記念すべき今回は，き
ゅうたなべ倶楽部のスタッフの中で話し合
った結果、車多さんになりました！！
というわけで、車多と，推薦者代表として岡崎からの
コメントを掲載します♪
*---*----*----*----*---*---*---*----*----*----*
【車多より】

今回 GoodJob 賞をいただきましたが、まぁ何と言っていいの
か、本当に今回は私が貰っていいのか…たまたまプリンタ
ーを直しただけなので。でも皆さんに喜んでいただけたこと
は非常に嬉しいです。
*---*----*----*---*---*---*----*----*----*----*
【岡崎より】
車多さんは今回、事務所の壊れていたプリンターを直して下さ
ったり、また、たなべデビューの編集を手伝って頂きました。
どれも車多さん抜きでは出来ない事だったと思います。
ありがとうございます。これからも宜しくお願いしますね。

きゅうたなべ倶楽部には、スゴイ先輩がいっぱい
いる！彼らの DNA を引き継ぐべく(!?)、先輩か
らコメントをいただくコーナーを新設しました♪
第一回の今回は、角谷先輩です☆

Let’s enjoy

★3 月の一押しイベント★
●田辺区子ども居場所づくり●
<Time> 22 日 13 時～
<Contents> 緑の焼きそばづくり
<Place> 田辺区公民館
●キャンパスリユース●
<Time> 15 日 10：00～16:00
22 日 10:00～16:00
<Contents>
中古の家電・家具の販売
<Place>
15 日 同志社大学
京田辺キャンパス まるまる食堂
22 日 同志社大学
今出川キャンパス 地下ラウンジ
●音楽イベント●
<Time> 15 日 12・14・16 時～
<Contents> トロンボーンの演奏
<Place>
せいかガーデンシティ
（精華町祝園駅すぐ）

★クリーンアップ＠興戸（事務所前集合）
together!!
3 月 1１日（火） 朝 8:00～＠興戸→あさごはん
3 月 17 日（月） 午後 3:30～＠興戸
3 月 25 日（火） 朝 8:00～＠興戸→あさごはん
3 月 31 日（月） 午後 3:30～＠興戸
★クリーンアップ＠京田辺市内（新田辺駅周辺）
3 月 29 日（土） 午前 9:00～＠新田辺→あさごはん
★きゅうたなべ倶楽部 5 周年記念感謝会
4 月 25 日（金） 午後 7:00～＠事務所
※事務所は、京田辺市興戸久保 37 にあります

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