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NPO きゅうたなべ倶楽部

ご あ い さ つ
はじめまして！！きゅうたなべ倶楽部の今里舞と申します。同志社大学では工学部の 3 年生として、きゅうたな
べ倶楽部では、事務局長として日々勉強しております。
そしてこの度、リニューアルしたニュースレターの方も担当することになりました♪これから 1 年、月１ペース
で発行していこうと思いますので、よろしくお願いいたします！！

特集★プレイバック
特集★プレイバック2006
2006年年
きゅうたなべ倶楽部は 2007 年 4 月 25 日に「4 周年」を迎えました。いつも支えて頂き、本当にありがとうご
ざいます。そこで、その感謝の意も込めて、ここでは 2006 年度の出来事を簡単に振り返ってみようと思います♪
同志社京田辺祭 2006【ADAM 祭】（同志社スポーツフェステ
ィバル・同志社まちづくりプランコンテスト） →11/4･5

全国大学まちづくり政策フォーラム in 京田辺
→3/16〜18

“同志社をもっと身近に、京田辺をもっと身近に”。きゅうたな

“全国の大学生が京田辺に集まって、京田辺に対する政策提言を

べ倶楽部スタッフも全力注いで創り上げた「ADAM 祭」。2 日間

競い合う”そんな今年から始まった新しいイベントが、京田辺市

で計 2 万人もの人が集まり、それこそ、小さな迷子さんが出たり、 主催のこのフォーラム。そこできゅうたなべ倶楽部のスタッフも、
学生たちがナンパしていたり笑、おじいちゃんが犬の散歩をして

院生アドバイザーや学生サポーターとして参加☆立場上、政策を

いたり…なんとも不思議な空間を生み出すことに成功しまし

考えたりはしませんでしたが、京田辺の外からの見え方とか、貴

た！！交流は、こういうところから生まれるんですよね笑。

重な友達など、たくさんのものを得られました！

地域のお祭りを企画・参加『かぐや姫と竹フェスタ 2006』
→4/22・10/15

田辺区子ども居場所づくり

→12/9〜毎月

田辺区の公民館で、大学生が、子どもたちと一緒になって、勉

すっかり地域のイベントになってきました「かぐや姫と竹フェ

強しながら、遊ぶ――そんな、楽しくて、ほっとして、思わず恋

スタ」。今年もコンサートをしたり、出店を出したり、竹馬トライ

しくなっちゃうような空間づくりのお手伝いを毎月 1 回させても

アルを開催したり、様々な工夫を重ねた甲斐あり、今年もまた一

らいました。今年も「よく遊び、よく学ぶ」をモットーに、月 1
回ペースで頑張りたいと思います。

つ楽しい思い出が増えました♪
今年度は補助金も頂き、一層グレードアップできました「たな

第 5 回〜第 8 回パソコン講習
→6/10・9/14･21・12/9・3/12･19

べ デ・ビュー」。第 2 号からは、フルカラーの別冊つき。メンバ

デジカメ講習に年賀状講習 etc…大学の、家庭の、使われてい

ーも内容も新しくなりました。同志社京田辺キャンパスの 20 周

ないパソコンを一台でも救出しようと組まれた超初心者用プログ

年と、京田辺市の市制 10 周年。この記念すべき年に発行できた

ラム。2006 年度も約 100 人を超える方々がご参加くださいま

ことに乾杯です♪

した☆

たなべ デ・ビュー第 2 号・第 3 号

同志社キャンパスリユース 2007

→11/4・3/31 発行

→2/24・3/3･10･24

まちづくり研修

→8/26:ならまち・10/14:竜馬商店街

“混ぜればゴミ、分ければ資源”――４年前から始まった、卒

スタッフのレベルを上げるんだ！そんなあつ〜い、我らがリー

業生の不要な家電・家具を回収し、新入生に安く譲る、という、

ダープロデュース『まちづくり研修』。自分の目で、耳で、そして

大学生にこだわったこの事業。昨年度は、約 900 点も回収し、最

肌で感じた「生のまちづくり」が一番勉強になりますよね。これ

高記録、更新中です！！

で少しは私たちも賢くなれたかな!?

三山木勉強会

普賢寺寺子屋

→7/25・2/20

→7/28

駅前広場も完成し、三山木の顔も見えてきました。自分たちの

「夏休みの宿題、大学生が手伝います！」そんなイベントを、

手でより良い三山木のまちを作るために、地元の商店主の皆さん

2006 年度も普賢寺で開きました♪噂によると、2007 年度はこ

と一緒に今年は勉強会も開きました♪

の寺子屋がバージョンアップするとか!?乞うご期待です！！
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4 月 の 活 動 報 告
今月も、いろいろなことがありました！！というわけで、4 月の活動報告です♪
☆イベント☆

☆その他☆

●Move Ment→3・4 日:ビラ配り 22 日:本番
Move Ment とは、立命館の学生を中心とした DOORS
という組織の方々が企画した「大学を固定しない団体の
新入生歓迎イベント」
。きゅうたなべ
倶楽部も、もちろん参加☆当日は、新
入生 7 人含め、色々な立場の人と，
今後につながる交流ができました。

●京田辺情報支援ネットワーク研究会→4・18 日
愛称『たなべネット』の会議です。次のパソコン講習会
は、6 月 16 日に決定。今月はその内容や募集時期など
を決めました。また、公式 HP 公開の準備も着々と進め
ております！今後の活動に乞うご期待！！

●田辺区子ども居場所づくり→14 日
今月で「第 8 回目」となりましたこども居場所づくり。
今月は，11 人の子どもたちと一緒に「粘土遊び」や「縄
跳び」
「スカイクロス」などを楽しみました。
●きゅうたなべ倶楽部 4 周年記念感謝会→25 日
この日は、きゅうたなべ倶楽部の 4 歳のお誕生日でし
た！！内容としては、年次報告や会計報告、龍谷大学の
伊達浩憲先生のご講演の後、ご参加頂いた皆さんでバー
ステーケーキを食べたりビンゴゲーム大会をしたりして
楽しみました♪
☆お仕事☆
●たなべ デ・ビュー関係
→2・6 日:納品 4・8・10 日:市内配布
9〜14 日:学内配布 9 日:打ち合わせ with 商工会
早くも 3 号になりました、たなべ デ・ビュー。一人でも
多くの人の読んで頂き、使っていただくために、配布も
一生懸命やりました。これからも、日々変わってく「ま
ち」や大学の情報を発信し続けていきたいと思います。
いや〜それにしても毎回納品日はドキドキですね。この
感動があるからやめられないんです。
●ボランティアセンター→12 日:龍谷大 17 日:立命
館大 19 日:桃山学院大・神戸学院大 27 日後援依頼
きゅうたなべ倶楽部が今年度からひときわ力を入れてい
ます『調査研究事業』。大学院生である，杉岡さん・久保
さんを中心に，今様々な大学のボランティアセンターの
視察をしています。4 月にも 4 つの大学に伺いましたが，
学生のコーディネートが際立っている龍谷大やコーディ
ネータ要請講座などプログラムが充実している立命館
大，キリスト教主義に根ざした桃山学院大に、現地の食
べ物まで紹介していただけた神戸
学院大と、各大学で色々なことを学
ぶことができました。
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●取材→5 日
『身近にいるスゴイ人』ということで、杉岡さんが RPP
に所属している下西君の取材を受けました。
●筒城の宮まつりの打ち合わせ→15 日
5 月 19 日に開催される、春のかぐや姫と竹フェスタに
変わるお祭り、筒城の宮まつりの打ち合わせです。当日
は、同志社大学から興戸までの区間をフル活用し、カレ
ーウォークラリーやコンサートを実施するので、みなさ
ん是非是非お越しくださいね！！
●GP 研究会→18 日
GP 研究会が行われました。今回は、学際科目とプロジ
ェクト科目についての発表、ということで、去年一年間
展開したプロジェクト科目を担当された、文学部の内山
先生やタカラトミーの講師の方の
お話をお聞きしました。
●普賢寺寺子屋事業「同志社南山義塾」→２０日:村
雲さん 27 日:田宮さん
6 月から普賢寺で行う寺子屋イベントの打ち合わせが
ありました☆これから 1 年間、偶数月の第４日曜日に、
子どもたちと学び遊ぶイベントと、大学の先生方による
講演会をお寺を舞台に開いていこうと思います！！
●ライフサポートサービス反省会→23 日
キャンパスリユースの配送をお手伝い頂いた会社の方
と反省会をしました。来年度も協力頂けそうです☆
●京都府地球温暖化防止活動推進員研修→28 日
京都府の地球温暖化の研修がありました。今回はオリエ
ンテーションということで、去年の推進委員の方や京都
府立大学の宗田先生のお話を聞きました。
●田辺区子ども居場所作りの打ち合わせ→29 日
5/26 の居場所づくりではサツマイモを植えることに
なりました．また、6 月は，6/9 日に居場所づくり・
6/30 には七夕のイベントをする予定です♪

特集２★パートナーショップのご紹介
・「パートナーショップ」とは
…きゅうたなべ倶楽部のサポーターの方に，善意で一定のサービスをしてくださるお店です。感謝♪♪

●カフェ＆ワイン

ヴィトリエ●

●時の人●

ステンドグラス・絵・音楽など多くの芸術に囲ま
れた，興戸でもとりわけおしゃれなお店。特に、マ
スターが創るステンドグラスはお店を鮮やかに彩っ
てます。お店の方はとても気さくで話しやすく、楽
しいひと時を過ごせること間違いなし！！また、ソ
ムリエでもあるマスターの息子さんが作られる料理
は本格的なお肉料理を中心としながらも、とても家
庭的で栄養バランスのとれた料理なので学生にも大
人気です。ぜひ一度、足を運んでみては！？

このお店で出される野菜は全て無農薬！一切肥料
使っていません。栄養が偏りがちな学生にとって、
まるで実家のようなご飯をリーズナブルでいただけ
る嬉しいお店となっています。また、食後に出され
るコーヒーはオーガニックといい、こちらも無農薬
♪しかもコーヒーを出す直前にお客さんの前で豆を
ひいてくれるんです。
また店内の雰囲気はオリジナルの音楽を流し、落
ち着きのある雰囲気を演出してくれています。

★きゅうたなべ倶楽部サポーター特別サービス！★
会員証提示で、季節の一品・ミニケーキ・ハーブテ
ィーのうちどれかをご提供。

★きゅうたなべ倶楽部サポーター特別サービス！★
会員証提示で、お食事された方・一般の方に PM2
時以降もお飲み物サービス提供。

【住所】 〒610-0332 京都府
京田辺市興戸久保 39-4
【電話番号】 0774-63-2762
【営業時間】 11：30〜21：00
【定休日】 盆・年末年始

【住所】 〒610−0332
京都府
京田辺市興戸北落延 17-11
【電話番号】 0774−63−4179
【営業時間】 ９：００〜１９：００
【定休日】 第１・３水曜日

☆★☆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して頂けたら、応援下さいませ。
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、ささやかながら下記のような特典も用
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☆★☆

☆★☆応援団種類☆★☆

☆★☆応援団になるには☆★☆

【サポーター】
①特製グッズの進呈
②きゅうたなべ倶楽部の情報提供

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。その代わり会員さんへのサ
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）

（たなべ デ・ビューなどの発行物、
年次報告書など）

③会員証
（パートナーショップでの割引サービ
スなどをお受け頂けます）

【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
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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）

交代で事務所に滞在するようになりました！
下記のシフトで事務所を空けておりますので、お気軽
に事務所にお来しくださいね！！

事 務 局 よ り

※都合により変更になることがあります

今月の
Go o d
Jo b 賞

5/12

きゅうたなべ倶楽部では，
『学生リーダー・杉岡さんの
独断と偏見により（笑），毎月一番がんばったスタッフを表
彰していこう』という企画が始まりました！！その賞の名
も，“Good Job 賞”。
初回である今月は、竹島一恵さんが受賞しました！！というわけ
で、早速、受賞者の竹島さんと、リーダー杉岡さんからコメントを頂
きました♪
*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*

5/13
5/14

杉岡・今里・竹島（ＡＭ）

5/15

杉岡（ＡＭ）、有地･今里（ＰＭ）

5/16

杉岡・岡崎（ＡＭ）、加納（ＰＭ）

5/17

杉岡・久保・堀内（ＡＭ）/有地（ＰＭ）

5/18

杉岡・浅田（ＡＭ）

5/19
5/20

【竹島さんより】
皆さんこんにちは！スタッフの竹島です。DOORS さんのイベント
「Move Ment」の担当になり、4 月の good job 賞を頂きました！
「Move Ment」とは、学生団体と学生の交流イベントです。
このイベントで、様々な個性ある学生さんと出会うことが出来ました。
イベント後もＭＴＧに来てくれたり、お互いのイベントに参加しあった
りと、新たな繋がりは続いています。この出会いを大切にして、色んな
団体、学生さんと交流していきたいと思います。
2007 年度もどんどん活動して芽を出し花を咲かしていきたいと思いま
す！これからもよろしくお願いします☆

5/21

杉岡・今里・竹島（ＡＭ）

5/22

杉岡（ＡＭ）・有地･今里（ＰＭ）

5/23

杉岡・岡崎（ＡＭ）、加納（ＰＭ）

5/24

杉岡・久保・堀内（ＡＭ）/有地（ＰＭ）

5/25

杉岡・浅田（ＡＭ）

5/26
5/27

*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*
【杉岡さんより】
good job 賞の基準は私の主観です笑。ただしそれをあえて言葉にする
と、やる気オーラです。4 月は竹島さんのやる気オーラがピカイチの光
を放ってました♪

5/28

杉岡・今里・竹島（ＡＭ）

5/29

杉岡（ＡＭ）・有地･今里（ＰＭ）

5/30

杉岡・岡崎（ＡＭ）、加納（ＰＭ）

5/31

杉岡・久保・堀内（ＡＭ）

こんにちは☆新しくきゅうたなべ倶楽部の一員になりました、同志社女子大学
現代社会学部現代こども学科３回生の堀内葉子（ホリウチヨウコ）です。
「こども学科」とは、その名の通りこどもについて学習するわけなのですが、従来の
教育学や社会学の枠組みを超え、総合的にこどもを研究しています。将来は、小学校の先生を目指して奮闘中の毎日です。
きゅうたなべ倶楽部では、「こども居場所作り」など、ここでも自分の関心事で関わらせていただく事になりました。なんとも光栄で
す！この活動を機会に大学での学習を実践し、大学で学んだ事を地域の方々とも共有していけたらいいなと思っています。今後は
大学生（私たち）+こども+地域の方々=まちづくり
この形を目標とし、きゅうたなべ倶楽部での活動に全力をつくしたいです。そして、「何かをやり遂げた、一生懸命取り組むことが
できた」と自分で納得できるように頑張りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。

★5 月の一押しイベント★

◆法人スポンサー紹介◆

●筒城の宮祭●
19 日 12:30〜18:00
<Contents>
カレーウォークラリー・コンサートなど
<Place> 同志社ローム記念館他

『きゅうたなべ倶楽部』
is supported by…

●田辺区子供居場所づくり●
26 日 13:00〜16:00
<Contents>
勉強会・サツマイモ植えなど
<Place> 田辺区公民館

●舞妓の茶本舗
●株式会社ニチダイ
●山忠株式会社
（マンションパイシーズ）
●有限会社
ベルウッドクリエイツ
●ファイトクラブ三山木
●田辺区
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きゅうたなべ倶楽部 new ニュースレター vol.1
発行日：2007 年 5 月 11 日
編集人：今里舞
発行人：杉岡秀紀
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

