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自転車チェック
　プロの整備士さんに無料で自転車を点検
していただけます。また無灯火運転やイヤ
ホン運転の危険性を知るブースも作る予定
です。是非皆さん参加してください！　

秋の原付・バイクチェック
　日頃なかなか出来ないバイクの点検を
プロの整備士さんに無料でしてもらうこ
とが出来ます。他にも、さまざまなブー
スがあります。是非みなさん参加してく
ださい！ 

健康チェック
　自分の健康状態を見直し、自生活向上
を目指す企画です。栄養士さんへの食生
活相談や、フードモデルで食事の栄養バ
ランスを理解することができます。是非
ご参加ください！　

スポーツプロジェクト
　大学生になって運動しなくなった人、
運動したいけれど何をすればいいか分か
らない人、そんな人達のために運動の大
切さや正しい知識、簡単にできる運動を
お知らせします。

ユニオンカフェテリア
メニュー総選挙
　ユニオンカフェテリア総選挙が今年も
実施予定です。前回は秋のメニューで副
菜、麺、丼ぶりなどに分けてメニューを
決めましたが、今年はまだ決まっていま
せん。お楽しみに‼ 

自転車無料点検会
　プロの整備士さんに自転車を無料で点
検してもらえます！ 整備不良による交通
事故の可能性を少なくするために是非！

Style up Project
　栄養士さんとの食生活相談会！ 特に
下宿生など、食生活が偏りがちな大学生
には必見！ その他健康にまつわるブー
スもたくさん設けています！

COOP CLUB体験会
　CO-OP CLUBとは、組合員の皆さん
が生協のお店で販売する商品やフェアを
考えるために発足した団体です。10月
には新丼ペリの考案会と試食会を行いま
す！ 生協運営に参加したい方は是非！ 

つながる京北プロジェクト
〜秋の田舎体験ツアー〜（11/17） 
　京北とは京都市北部の地域で、自然が
いっぱいの場所です。京北で自然と触れ
あい、普段体験できないことをしてみま
せんか？ 

総代会報告会
　総代会報告会では、5月に行われた総
代会を踏まえた事後活動を報告します。
総代会で出た意見をもとに生協職員に
よって実現した要望などを組合員に知っ
ていただけます。

活動予告
スポーツテスト
　初秋の候、みなさまいかがお過ごしで
しょうか！ この企画はスポーツの秋に
ぴったりです！ 夏休みはちゃんと運動し
ていましたか？ 是非ご参加ください！　

ヘルスケアマネジメント
　栄養士の方々と自身の食生活について
今一度相談してみませんか?? 冬に向け
て皆様自身の健康について、意識を改め
る機会をお作り致します！ 是非足を運
んでみてください！　

自転車無料点検会
　駐輪場にてプロの整備士さんに無料で
自転車の点検をしてもらうことができま
す！ 前回の内容に加え、楽しい新ブー
スも用意しています。是非お気軽にお越
しください！　

総代会報告会
　総代会で意見を出してくれた総代さん
に、理事会や店舗でどんなふうに検討し
ているか、進捗状況を発信します。職員
さんから直接意見や要望に対するコメン
トもしてもらいます！　

ハロウィン（10/30・10/31）
　企画に参加するとお菓子をプレゼン
ト！ 是非この機会に Unico をダウン
ロードして、これまで以上に生協を利用
しちゃいましょう！　

国際メニュー（11/5〜）
　さまざまな国の料理が食べられます！ 
どの国の料理かはお楽しみに！　

みんな秋からの
企画も参加してね！

衣 笠 BKC
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立命館の
ディープな人
書道部の皆さんにインタビュー！

～ちょっとそこまでドライブしませんか？～

平成最後の秋特集 大学生の
生活編！本音。立命生の

学生総合共済みなさんにお勧めの本、紹介します。
読書!!秋といえば…

立命館大学書道部

日時や場所などは決まり次第、生協店舗や学生委員ツイッターなどでお知らせします！



DEEP立命館
ディープな人

の

―書道部について教えてください！
部員数は3キャンパス合わせて77人です。多くの人に書道を楽しんでもらう

ことを目的として日々活動しています！

―書道部に入ったきっかけは何ですか？
小学校1年生の時に習い事としてお習字を始めたのですが、続けていくうちに楽

しさを感じ、大学でも書道をやりたいと思ったのがきっかけで書道部に入りました。

―読者に向けてメッセージをお願いします！
　私たちの身の回りを見渡してみると、意外と書道に関連したものがたく

さんあると思います。「書道」って聞くと、いわゆる「お習字」をイメージ

する人が多いかもしれません。でも書道はお習字とちょっと違って、綺麗

に書くということが全てではないんです。だから、それぞれの個性を持っ

た書道の文化に触れ、せっかくの日本文化を楽しんでもらいたいですね！

　今回は立命館大学書道部の３人の方にお話を伺いま
した！　なんと書道部の皆さん、今年行われた「第23
回　全日本高校・大学書道展大学の部」で最優秀校に
選ばれたそうなんです！　皆さんが語る、書道の魅力
に迫ります。

立命館大学書道部 上半期を１字で表してください！

ありがとうございました。これからも頑張ってください!!

　上半期は変わることの多い時期だったと思います。その反面、新しいことも次々と増える時期でもありま

した。大きく変わったことは役職に就いたことにより、新しい仕事を担うことになりました。今までは自分

のやりたいような作品を制作するというような活動をしていました。しかし三回生になると、役職の仕事が

絡むことによって自分のことよりも部活動全体のことを考えるようになりました。また、新入生が入部した

ことにより、新しい書道部が始まったなと思いました。

昨年度は団体6位で、今

年はそれを超えることを目

指していました。まさか最

優秀賞をいただけるとは

思ってもいなかったので、

自分自身が一番驚いていま

す。ご指導いただいた先生

方はもちろん、先輩方や後

輩、部員全員に感謝したい

です。最優秀賞という結果

におごらず、部としてはも

ちろん、個人でも精進し続

けていきたいです。

　二回生のときは、一回生のときよりも余裕ができてとりあ

えず書道という感じでした。しかし三回生になると、部活動

全体のことを考えなくてはいけなくなりました。私は総務に

就いており、上半期が一番忙しい時期でした。それを成し遂

げたので、「成」という漢字にしました。また、去年よりも書

道の技術的にも成長できたのではないかなと思います。

　僕は会計という役職を担っています。書道部は活動が盛ん

ということもあり、援助金をもらっているにも関わらず、経

済難に陥っています。今まで書道のことしか考えなくてよ

かったことが、今では書道のことよりもお金のことを考える

ようになりました。

優勝インタビュー

　立命館大学書道部では、1年中新入部員を募集していま

す！経験者、未経験者問わず、たくさんの部員が展覧会や

競技大会に向け作品に取り組んでいます。他にも学園祭で

も書道パフォーマンスをします！　気になる方は部室へ！

お待ちしています。

BKC:セントラルアーク3階サークルルーム15

衣笠:学生会館4階BOX413

お知らせ

活動場所

 法学部・３回生　衣笠キャンパス部長・別府 萌恵さん

―書道の魅力とは！
　それぞれ書いた人の個性が出るところだと思い

ます。当たり前ですが、私たちは一人ひとり異な

る容姿をしていますよね。それと同じように人そ

れぞれ書く文字にも特徴があるんです。一本線を

書くだけでも違ってくるんですよ。鋭い線だった

り、ぽてっとした線だったり。だから同じ文字を

書いたとしても十人十色の味が出て全く一緒の作

品が出来上がることはありません。書道は本当に

自分の心を表してくれるのだと思います。

 産業社会学部・３回生　会計・伊東 慎平さん

 映像学部・３回生　総務・北川 貴美子さん
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道の駅の中にある「美山のめぐみ牛乳
工房」。ここのジェラートは、美山産
の食材にこだわっており、かぼちゃ
やブルーベリーなど、10種類以上の
味がそろっています。

　この道の駅では、地元でとれた野菜を購
入したり、人気のジェラートやコロッケな
ども食べることができます。

　美山ふれあい広場から車で
約10分の場所にある「かや
ぶきの里」。国の重要伝統的
建造物群保存地区となってお
り、日本の原風景に出会えま
す。空気も景色も両方楽しめ
ます。

　かやぶきの里エリア
のすぐ近くにある「お
食事処きたむら」。か
やぶきの里を観光する
人が立ち寄る人気のお
食事処です。

地元の人や観光客に愛される手打
ちそばを食べました。
とてもおいしかったです！

道の駅
美山ふれあい広場

お食事処きたむら

かやぶきの里

お腹が空いたらココ！

たまには
日本の伝統に
触れてみては…？

平
成
最
後
の
秋
、

ち
ょ
っ
と
そ
こ
ま
で
ド
ラ
イ
ブ
し
ま
せ
ん
か
？

夏の暑さも和らいだ秋。
ちょっとそこまでドライブしてみませんか？今回、
私たちは、京都・大阪・滋賀エリアに分かれて、
それぞれのおすすめの道の駅に行ってきました。
日本の伝統に触れてみたり、秋ならではの果物狩
りをしてみたり、平成最後の秋を満喫しましょう！

京都府南丹市美山町安掛下25所在地

京都エリア

この赤い橋が
目じるしです
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　私たちはアグリパーク竜王を出たあと、こちらの革
製品を扱っているCogorocoさんに行きました。ここ
では、世界に一つだけ、自分たちでコインケースを手

作りすることができ
ます。革を裁断する
ところからはじまり、
どんどん出来上がっ
て い く の が と て も
作っていて楽しかっ
たです。

　この日食べたランチがこちら！ カ

ルボナーラと白ぶどうジュース、こ

こにパンの食べ放題も付いてきま

す。パスタはとてもボリューミーで、

お腹いっぱい。店内もいい感じで、

ゆったりとした時間が過ごせます。

　店内にはおいしそうなパン
がずらりと並んでいます。ラ
ンチメニューは1000円前後
でパンが食べ放題なので、食
べ応えも抜群です。

　この道の駅ではさまざまな体験をするこ
とができます。動物とふれあったり、農作
業の体験、さらには果物の味覚狩りもでき
るんです！

　この道の駅では、「ぱんろーど」というも
のがあり、焼き立てパンが食べられたり、
パスタなどのランチメニューも展開されて
います。ランチの時間に寄ってみるのがぴっ
たり！

　今回私たちは、フルーツ農園で梨狩
りの体験をしました。自分たちで梨を
とり、皮をむいてその場で新鮮な梨を
食べることができます。甘くて、とて
もみずみずしく美味しかったです。

　この道の駅では、なんとBBQもでき
るようになっています。BBQセットなど
の備品を各自で持ち込めば大きな広場で
楽しくBBQすることも！新鮮なお肉や野
菜はこの道の駅で販売されているので、
買って持ち込むのもアリですね。遊具や
展望台もあるので、楽しめること間違い
なし！ただし事前に予約が必要なので、
ご利用の際はチェックしてくださいね！

店の方がフレンドリーで楽し
く作れました。大事に使って
いこうと思います！

市販のものよりも大きく甘いで
す。梨の色によって甘さや食感
が変わるので、色々な味を楽し
めます。

ここでは、おいしいパンとパスタが
食べられて、さらにBBQができてし
まうという家族とでも友達とでも丸
一日楽しめる場所になっています。

道の駅
アグリパーク竜王

道の駅
しらとりの郷
羽曳野

革と帆布カバンCogorocoさらにはBBQも

フルーツ農園での

梨狩り体験

滋賀県蒲生郡竜王町山ノ上6526

滋賀県近江八幡市多賀町569あきんどの里

大阪府羽曳野市埴生野975-3
所在地

所在地

所在地

滋賀エリア大阪エリア
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さ ら ば 平 成 ！
平成元年～ 5年
　アッシーくんは女性に自ら運転する自家用車で送り迎えを任
される男性とのことです。ちなみに、ご飯を奢ってくれるメッシー
くんもいたそうです！　さすがバブル経済の真っ只中ですね…

おどるポンポコリン
ラブストーリーは突然に
負けないで

アッシーくん
オヤジギャル
バブル経済

平成6年～ 10年
　この年代に生まれた立命生は多いのではないでしょうか？　
シンガー・安室奈美恵さんのミニスカートに厚底ブーツのファッ
ションが女子高生に大流行し、アムラーと呼ばれていたそうです。

Boy Meets Girl
夜空ノムコウ
Can You CELEBRATE?

インターネット
アムラー
たまごっち

平成11年～ 15年
　だんご3兄弟は、NHK教育テレビの『おかあさんといっしょ』
のオリジナル曲として発表されたことがきっかけで流行し、日
本レコード大賞やオリコンチャート年間1位まで獲得しました！

だんご 3 兄弟
小さな恋の歌
世界に一つだけの花

カリスマ
最高で金、最低でも金
なんでだろう～

平成16年～ 20年
　YouTube や iPhone が登場し、SNS ブームの発端と言え
る「mixi(ミクシィ )」が流行しました。一方で北島康介選手の

「チョー気持ちいい」、荒川静香選手が披露した技「イナバウアー」
などが流行語でした！

栄光の架け橋
青春アミーゴ
CHE.R.RY

チョー気持ちいい
イナバウアー
そんなの関係ねぇ

平成21年～ 25年
　世界的なEDMブームの中、中田ヤスタカプロデュースのきゃ
りーぱみゅぱみゅが人気となりました。2012年に発売したアル
バムは日本だけでなく世界各国のエレクトロチャートで1位を
獲得!!

ヘビーローテーション
つけまつける
女々しくて

なでしこジャパン
今でしょ
倍返し

R.Y.U.S.E.I.
クリスマスソング
前前前世
サイレントマジョリティー
打上花火

ありのままで
爆買い
ポケモン GO
神ってる
インスタ映え

　みなさん、もうすぐ平成が終わって2019年5月1
日に元号が変わりますね。そこで、今回は平成最後
の年ということで平成を振り返ってみましょう！　
5年ごとに流行した歌や流行語をまとめてみたので、
懐かしいと思うものもきっとあると思います!!　

流行した曲 流行語

#一周回って
#また流行っているもの

❶写ルンです
　今から30年以上前に発売された使い捨てカメラの

「写ルンです」フィルムカメラ独特のレトロさが人気と
なり最近再ブレイク中！

❷チープカシオ
　チープカシオは90年代から販売している数百円～
数千円程度の格安腕時計。見た目が可愛いだけでなく
防水で機能性も抜群！

　2010年にアメリカでスタートし
たInstagram(インスタグラム　略
称インスタ)。写真映りが良いこと
を指す「インスタ映え」は流行語に
なりました！

平成26年～ 30年
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立命生が買って後悔したもの市

本音。の立命生 　好評につき第7弾を迎えた立命生のホンネの
コーナー！ 今回のテーマは大学生の生活！ 夏休
みも終わり、1回生も大学生活に慣れてきた今、
皆はどのような大学生活を送っているのか？ 講義
や食事、趣味など今回も盛り沢山の内容でお送り
します！ 是非ご覧ください！
※185名の立命生に答えて貰いました！

大 学 生 の 生 活 編！

　SNSをしている人が一番多いという結果になりました。しか

し講義を聞いていると答えた人も結構多く、その差は僅か7人で

した。真面目に勉強をしている人も沢山いたので良かったです！

　この市場では、

立命生がこれまで

に買って後悔した

あんな物やこんな

物を集めて販売し

ております！ 今

回は一体どんな商

品が並んでいるの

か!? 暇潰しにで

も覗いていってく

ださいな！

　食堂と答えた人が圧倒的に多い結果になりました。立命館大

学の食堂は昼休みに行くと必ずと言っていいほど、ほぼ満席に

なっているのでこのような結果になるのも納得がいきますね！

　皆さん何かしらの趣味を持っていると思いますが、その中に他の人には言えない
ものもあると思います。ここではそんな他人に言えない趣味を紹介していきます！

　色々と忙しい大学生ですが、やはり勉強が第一！ 皆さんもこ

んなかっこいいセリフを言えるように頑張りましょう！

政策科学部1回生

政策科学部3回生

文学部2回生

経営学部1回生

大講義中、
何をしていますか？

講義を選ぶ基準は何ですか？

1万5千円の水着 恨み豚肉

暇な時に折り鶴を折る

毛を抜く

アイドルが好き

作曲・ポエム 

立命生の鑑！？
立命生の隠れた趣味人には

言えない？！

昼食はどこで
食べていますか？Q

Q

Q

特集

何と潔い！ これこそ立命生の鑑！ 

な回答ですね！

講義の評価基準を自分で決められ

るならどのようなものにしますか？

レポート100%にしたいな！

しょーみ定期試験100%が一番やろ！

どんな講義でもその気になれば単位

は取れるので僕はなんでも良いです。

　もしも折り鶴の数が千羽に達したときは、これから先も平

和な日々が続くことを願ってください。

　私も暇な時に毛を抜きますが、意外とこれが楽しいのです！ 

いかに皮膚を傷つけずに綺麗に抜くかを突き詰めていくと…

　意外とアイドル好きな同士は沢山いるので積極的に発信するの

が良いでござるよ！ 因みに拙者は乃木坂46が大好きでござる！

　今は隠れた趣味として作詞、作曲の力を養いなさい。私は

いつか貴方が素敵な曲を世に発表することを待っています。

　やはり単位取得のしやすさを重視する人が圧倒的に多く、そ

れに次いで自分の興味に合わせて講義を選んでいる人が多いと

いう結果になりました！ 少数意見ではありますが、自分のた

めになるかどうかで講義を選んでいる人もいました！ 因みに

私自身は自分の興味に合わせて講義を選ぶ派で、折角高い授業

料を払って大学に通っているのだから、自分の興味のあるこ

と、自分の将来の夢を実現するために必要なものをしっかりと

突き詰めていくことが一番大事なんじゃないかなぁと考えてい

ます！

自分のためになるかどうか

自分の興味に合わせて

単位の取りやすさ 87人

75人

23人

1

2

3

　着る予定もないのに買
うから後悔するんだよ…

　確かに買ったら後悔するなぁ
… いやその買うじゃないねん！

　次からは賞味期限が切れ
てないか確認しておこう！

A

B

鑑

68人
講義を
聞いている

75人
SNS

28人
寝る

他教科 8人
その他 6人

152人
食堂

日によって
違う 7人
教室 12人

その他 14人
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防災クイズラリー
　6月6日、前年に引き続き今年も
開催した防災クイズラリーは100
名もの組合員の方々に参加していただきました！ 盛り上が
るとともに、防災リュックについてのことなど、家に帰って
すぐに活かせる知識を身につけてもらえたのではないでしょ
うか？ 冬には新しい防災の企画を実施したいと考えていま
す！ さらに充実したものを開催するので立命館生協OICの
Twitterを是非チェックしてみてください！

自転車無料点検会
　6月14日、自転車無料点検会を開催しました！ 実際に整備
士さんをお呼びして自転車を点検してもらいました。他にも、知っ
ているつもりで実は知らない交通ルールのクイズや、今まで実際
にあった給付事例を紹介する共済ブース、参加者の皆さんと一緒
に作る学校周辺のハザードマップなど充実したブースで参加者
の皆さんに大変満足していただけました！ 今回ブースで作った
ハザードマップは学内に掲示しますので、是非ご覧ください☆ 

これって平和企画
　7月頃、普段の日常生活ではなか
なか考えることのない「平和」につ
いて、写真コンテストをきっかけに考えてもらいました！ 
投稿された写真には、１人１人違った平和が写っており、
とても素敵でした！ コンテストの結果発表をふまえた平和
ブースでは、戦時中のポスターや、「平和の空」というコン
テンツを設け、そこでも「自分にとっての平和」について考
えてもらうことができました！

夏祭り
　7月4日、今年も去年に引き続き夏祭りが大成功に終わり
ました！ 参加人数は前年に比べ増加し160人を記録しまし
た！ 娯楽ブースも屋台ブースも大変好評で、また、Unico
やひとことカードについても知ってもらう良い機会になりま
した！ 来年も開催することが出来たらと思っています！ 参
加してくださった皆様ありがとうございました。

C-cube ラムネ企画
　7月9日・10日、C-cubeでラムネ企画は行われました。
この企画は組合員の方の意見から行われた企画です。販売さ
れた2日間はとても暑く、ラムネは好評で完売しました！ 
また、C-cube外テラスのテーブルクロスについても知って
もらえる機会になりました。

ｍission to return
　6月14日・15日に行われたこの企画は死席を無くそうと
いうことを目標に行いました。ユニオンカフェテリアで買っ
た昼食のレシートを25分以内に持ってくると副菜やデザー
トが当たるかもしれないという楽しい企画です。多くの組合
員の方に参加していただくことができました！

ビブリオバトル
　7月19日、リンクショップにてビブリオバトルが行われ
ました。この企画は、自分が読んだ中でみんなに紹介したい、
オススメしたい本を紹介する企画です。その中でどの本が1
番読みたくなったのかを参加者に決めてもらい、チャンプ本
を決めます。留学生も参加してくれ、バトルは盛り上がりま
した。今年は2年連続で山内宙くんの紹介本がチャンプ本に
選ばれました。本に興味がある人ない人関係なく参加できる
企画で、この企画を通して本を読むきっかけになったと言っ
てくれた人もいます。

春のバイク・原付チェック
　5月28日・6月4日、プロの整
備士さんに、バイク・原付の点検を
行っていただきました。クイズを通
してバイクに関する知識を深めても

らったり、南草津の危険箇所を地図を使って説明しました。今
回の企画から、タイヤの空気補充ができることを伝えたことに
よってたくさんの参加者に参加してもらえました！

えこふぇす
　7月3日・4日、さまざまな環境問題について、VR体験、環
境すごろく、マイボトルなどのブースを設けて参加者に伝えま
した！ VR体験では、琵琶湖の中をVRを用いて見て、琵琶湖
の現状やその周辺環境について知りました。環境すごろくでは、
ボードゲームを用いて琵琶湖や身近
なごみ問題について考えました。多
くの参加者にとって、環境問題につ
いて考えるきっかけになりました！ 

日本フレフレ丼
　6月19日・20日、今回の福島
フェアでは福島の食材を使った会津
ソースカツ丼と桃タルトを販売しま
した。福島県の食の魅力を伝え、ま

た、自分が震災にあった時の防災対策について考えてもらい
ました。カツ丼にはドンペリ容器を使用したため、丼ペリの
認知度向上にも繋げることができました！ 

ユニオンカフェテリアメニュー総選挙
　6月25日～ 29日に行われたユニオンカフェテリア総選
挙は、実際に日本の選挙方法に基づいて、新しい食堂のメ
ニューを増やそうという企画です。実際の選挙方法を学べる
とともに新しいメニューを自分たちで決められるという一石
二鳥な企画でもあり、多くの方が参加してくれました！

健康チェック
　6月5日・8日、普段なかなかお
目にかかれない機械を使って体組成
や栄養バランス、血管年齢など、健
康状態を見直しました。今年設置した喫煙ブースを含め健康
に関する8つのブースを参加者に体験してもらいました！

知っ得防災
　6月28日、東側広場で行われました。ちょうど大阪北部
地震の直後の防災企画となりました。企画の目玉はなんと
いっても起震車！ 消防署にご協力いただき、参加者の方に
は大地震を疑似体験してもらいました。震度7まで体験でき
るそうです。芝生での開催ということで145名もの学生の
皆さんにご参加いただき、とても賑わっていました！ これ
からも、いつくるかわからない災害に備えて、意識を高めて
いきましょう！

　

総代会事後交流会
　7月13日、総代会をふまえて行われた事後活動です。総
代会で上がった3つの意見について総代さんと学生委員と
で解決案を話し合いました。そのうちの1つとして以学館
E-platzにおいて、うどんと蕎麦を同じ釜で茹でているため
アレルギーの人が安心して食べられないという意見がありま
した。結果、試験的に10月から以学館ではうどんのみを販
売し、この取り組みについてアンケートをとることになりま
した。総代会が終わってからも総代さんが話し合いに参加で
きる機会を設けることができました！

ヘルスケアマネジメント
　7月10日に開催致しました、夏のヘルスケアマネジメン
ト！ 今回は、夏に向けての正しいからだ作りをテーマに掲
げ、食と運動の2つの観点から正しいからだ作りに関する知
識を提供しました。地震による急遽の日程変更などもありな
がら80名もの方に参加して頂くことが出来ました！ 例年
に比べ暑い日が続いております。皆
さん、バランスの良い食事と適度な
運動で、夏の暑さに負けない健康的
なからだを作りましょう！

衣 笠

　記録的猛暑だった今年の夏。暑い中それぞれのキャ
ンパスで多くのイベントが開催されました! 「こんな企
画あったの？」「参加してない！」という方でも読んだら
参加した気になっちゃうかも!? 

BKC活動報告
O I C

　今回の企画は組合員の生活に関する企画が多
かったですね。ぜひこれからの生活に活かしてく
ださい！ 参加者の皆さんありがとうございまし
た！  次回の企画にもぜひ参加してくださいね！
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総代会報告

　丼ペリ回収ボックスをプリズムハウスにもおい
て欲しいです。

　BKCの丼ペリの回収ボックスはユニオンショッ

プ前とリンクショップ前の２カ所にしか設置され

ていないため、フレ丼という企画で試験的に配置予定です。

　丼ペリや手作り弁当が美味しいので、更に種類
を増やして欲しいです。

　意見に対しての検討はしてみます。宜しければ

新しいメニューを増やすために「コープクラブ」

というものがあるので、コープクラブの会議に参加して新メ

ニューのアイデアをコープクラブ会員と一緒に考えましょう。

　トレー（カフェテリアで買ったものなど）の持
ち運びして良い範囲はどこまでなのかがわからな

い。また、混雑が酷いため、どこまで持って行っていいのかが
わからない。

　教室開放時の問題を検討しながら、講義が始まる

までに片付けてもらえるなら特に制限はしないです。

　ラーメンの中に蕎麦が混入していることがあ
る。アレルギー問題に発展する可能性がある。

　アレルギーがある場合は、職員の方にアレル

ギーがあることを申告していただけると、可能な

範囲で個々に対応させていただきます。また、一部食堂では試

験的に、麺を別々の鍋で茹でることを行います。

　レジ袋の廃止をして欲しいです。

　前向きに検討していきたいと思います。

　丼ペリを知っている人が５人中０人(友達への
聞き込み)と少ない。また、回収ボックスが丼ペ

リを販売している横にあるため、人が戻ってこず、回収率が
OICで３％と低い。

　自治体との連携を考えていきたいと思います。

また丼ペリの存在を様々な企画を通じて認知して

いただけるように努めていきたいと思います。

　昔のメニューの復活を検討して欲しい。（ボン
ゴレパスタ、唐揚げ冷麺など）

　ボンゴレパスタのレシピがないために復活は出

来ません。他のメニューに関しましては検討の方

をしていきたいと思います。また、唐揚げラーメンに関しては

販売中です。是非お食べください。

　APU限定のタンブラーが欲しいです。

　製品化の方を検討していきたいと思います。

　今年度の総代会では上記のもの以外にも様々な意見要望をいただくことができ、非常
に有意義なものになりました。この意見要望をもとに今後も様々な活動を行い、組合員
のみなさまのよりよい生活のために努めていきます。また、今年度は総代会に参加でき
なかった方も来年度は是非総代として総代会に参加してみてください。

　この会は総代の方々を対象にした、総代会をより有意義な

議会にするための勉強会です。複数日程、昼休みの時間に開

催しました。会の中では約10分間のパワーポイントによっ

て生協や総代会に関してさらに詳しい知識を身につけてもら

いました。参加者の総代の皆さんには今年度からミールシス

テム対象となった生協の手作りパンを配布しました。

　今年の総代交流会は、総代を対象に食・学び・還元・新学

期生活に関する生協への意見要望を出してもらいました。グ

ループに分かれてもらい、生協職員も交えてそれぞれの意見

を共有しました。また、丼ペリのことを知ってもらうために

その仕組みを説明し、実際にユニオンショップやリンクメー

ルショップで販売されている丼ペリを食べてもらいました。

　総代会は、生協の中の最高議決機関といわれるものです。

前年度の活動報告や生協の1年間の活動予算・運営方針の決

定などを行います。組合員の代表である総代のみが総代会に

提出された議案に対して賛成か反対かの意思表示をできま

す。また、総代は生協に対する意見要望を発言することがで

き、その意見が後の生協運営の中で実現されることもありま

す。今年は5/26に衣笠キャンパスで行われました。

　報告会は、総代や一般組合員に対して総代会で出た意見要

望がどのように実現したかや、その意見をもとに今後学生委

員会がどういった企画を実施するかを報告するもので、昨年

度より始まったものとなります。生協の運営に携わる職員と

も直接話し合いが出来る機会となっています。

BKC

OIC

衣笠

APU

総代勉強会

総代交流会

総代会

総代報告会

総代会関連企画
　総代会と関連企画、前号よりもより詳しくご報告しま
す。少しでも総代会に関する知識や関心をもっていただ
けると幸いです。少し堅い内容にはなっていますが、組
合員のみなさまにとって非常に大切なものです。是非お
読みください。

総代会で出た意見

意見1

意見1

意見1

意見1

意見2

意見2

意見2

意見2

回答1

回答1

回答1

回答1

回答2

回答2

回答2

回答2
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学生総合共済

最多

　猛暑日の続く夏がおわり、少しずつ活動しやすい気候になってきましたね！　そしていよいよ秋
本番。読書の秋、食欲の秋、そしてなんと言っても、スポーツの秋ですね！　部活動や、サークル
活動により一層熱が入ると思いますが、そこで心配なのがケガですよね！　立命館大学での、生命
共済の給付で最も多いのはどんな事例かご存知でしょうか??

ケガを防ぐには健康な身体づくりが大切です！　
立命館生協では、食と健康にまつわる企画を各キャンパスで実施してます！

秋といえば…

読書！！

ドアD
著者：山田悠介

おかんメール
著者：「おかんメール」

　 制作委員会

私を
知らないで
著者：白河三兎

博士の愛した
数式

著者：小川洋子

数ある山田悠介さんの本の中で最もおすすめの本です。

部屋を出るには必ず1人犠牲にしなければならない。さらに

脱出してもまた部屋は続く。そんな極の状況下を描いた小

説です。最初から最後までゾクゾクさせられ、スリルを味

わえます。この本のイチオシの場面はなんといってもラス

トです。作者らしさが存分に表れ、山田悠介ファンの方には

必見です。また、ファンではない方も日常では味わえない

緊張感を堪能したい方は是非手に取ってみてください！

おかんからの爆笑メッセージ集です。携帯電話を使い慣

れないお母さんからの誤字脱字メールをはじめ、爆笑の書

き置きメモや不思議な言動などを、たっぷり紹介していま

す。また、ホロッとするいい話も所々にあり面白くも温か

みのある一冊となっております。とにかく笑える本なので

笑いたいときにおすすめです。空いた時間に頭を使わなく

てもサクッと読むことができます。でも電車内や静かな場

所で読むのには注意してくださいね。

この本を本屋さんで見つけた時は、意味深なタイトルに

惹かれてなんとなく購入したのですが、本を読み進めてい

くうちに登場人物のそれぞれの生き方や、中学生という年

齢で物事を精一杯考えている姿に強く心を打たれました。

中でも「キヨコ」の生きることへのひたむきさ、抱えてい

るものの大きさにはたくさん考えさせられるものがあっ

て、自分の生き方を見つめ直すいい機会になりました。ぜ

ひおすすめしたいです！

　BKCでは普段使うことができない機
械を使って、自分の体の情報を知るこ
とができるブースを展開したり、飲酒
運転の危険性を学ぶブースを展開しま
した。栄養士の方に食生活改善のアド
バイスをいただける、貴重な機会とな
りました。(健康チェック6月、11月)

　OICではSATシステムと呼ばれるも
ので、自分に足りない栄養素の発見と対
策ができるブースを展開し、栄養士の方
にアドバイスをしていただけました。ま
た、喫煙、飲酒などの大学生の健康生
活に直結するブースを展開しました。(ヘ
ルスケアマネジメント6月、11月)

　衣笠キャンパスでは、大学生活で乱
れがちである、普段の食生活について
栄養士の方ををお呼びして、相談をす
ることができるブースを設けたり、食
と健康に関係する多くのブースを展開
しました。(食生活相談会- Style Up 
Project- 6月、11月)

交通事故に遭い、以後物事を記憶する能力が失われ、

80分しか記憶を留めることができない博士と、その博士

の家に家政婦として働くことになった「私」、頭のてっぺん

がルート記号のように平らな「私」の10歳の息子「ルート」

が数字を通して他人からと物事を共有する喜びを分かち合

うストーリーです。博士は身の回りのものに対して、「私」

と「ルート」の心を近づけていき、数学が苦手な人でも数

学に魅力を感じられる作品です。ぜひ読んでみてください。

病気よりもスポーツ
や、日常生活での事
故の方がおおいのは、
意外だプン！

　皆さんは普段から読書をしていますか？
読書の秋！ということで、おすすめの本を学
生委員に紹介してもらいました！これを機会
に普段から本を読む人も読まない人も読書
の秋を楽しんでみませんか？ きっとあなた
のお気に入りの1冊が見つかるはずです！

衣 笠O I C

生命共済給付事例

病気
交通事故
スポーツ事故1

2

3

位

位

位

BKC

※詳しい保障内容については学生総合共済パンフレットをご覧ください。
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¡Hola!メキシコに渡航してた坂本渚です。メキシコでは主

にボランティア活動、スペイン語学習をしていました。一番

南にあるチアパス州のサンリストバルデラスカサスという小

さな、街並みが美しく色とりどりの建物がある街に滞在して

いました。マヤ民族の末裔の民族が町民と共生しており、旅

行客もたくさん訪れます。

ボランティア活動では学校に行けない子供達にスペイン語

や生涯学習のクラスを

教えていました。彼ら

は簡単な文字を書くこ

とも読むこともできな

いので絵を描きながら

色の名前を覚え、ゲー

ムをしながらアルファ

ベットや数字を一緒に

学びます。時には野菜

の種を畑に植えて育て、

公園のゴミを一緒に拾

います。無邪気で純粋で何にでも興味津々な子供たちは外国

人である私にも臆さず接してくれます。クリッとした目が本

当に可愛いです！

危ないと想像されがちなメキシコの生活ですが、サンクリ

ストバルの街は日本人女性が夜も一人で出歩けるほど安全で

す。そして野菜が日本と違って安い！ジャンキーな食べ物ば

かりと思われがちですが、サラダや野菜たっぷりのおいしー

いタコスが楽しめます。

みなさんも¡Que tengan un buen día!素敵な1日を楽し

んでください。

　BKCでは「ドクターペッパーが飲みた

いので生協ショップに置いて欲しい」と

いう要望により、生協ショップでドク

ターペッパーを入荷し販売しています‼

　衣笠キャンパスでは「いちごみるくが

飲みたいので生協ショップに置いて欲し

い」という要望により、生協ショップで

いちごみるくを入荷し販売しています‼

　今までにさまざまな意見や要望が多

く実現されてきています！ ぜひ、ひ

とことカードを利用して大学生活をよ

り充実させていきましょう！ 

衣笠
　　★至徳館購買部内
　　★ふらっと内
　　★各食堂内

あ〜る　  ゆ〜　  し〜
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APU　CO-OP報告僕も私も

是非！！ひ と こ と
　ひとことカードとは、組合員であるみなさんの意見や要望に応えるために
生まれたカードです。日頃の大学生活で感じる生協店舗への要望や質問を書
いてみてください！ 各キャンパスそれぞれ食堂の近くに設置してあり、面白
い投稿も数多くあるのでぜひ見てください！ ひとことカードに書いたあなた
の意見や要望が店で実現するかも!! みなさんぜひ活用してください！ 

　キャンパス人口の約半数が国際学生というAPU。海外からの受け入ればかりではなく、APUの国内学生もたくさん、
そして世界のあちこちに出かけています・・・ということで、前号はスイスの留学生活便りをお届けしました。今号はヨー
ロッパ方面からまさかの中南米、メキシコ留学の様子です！

2018年度　第２回理事会
2018年６月20日（水）  
18時30分～ 20時55分  
出席理事20名　出席監事７名

»主な報告事項
・  学生委員会などの組織活動および5月までの決算等の事業活動

が報告されました。
・  6月18日に起きた大阪北部地震に伴う生協の状況について報告

されました。

»主な審議事項
・  第92回総代会の振り返りと今年度方針の具体化について意見

交換を行いました。
・  今年度の理事報酬を決定しました。
・  コープ総合リビング、関西北陸事業連合との協定書締結につい

て承認しました。

2018年度　第３回理事会
2018年７月31日（火）  
18時33分～ 20時46分  
出席理事22名　出席監事６名

»主な報告事項
・組織活動のほか、利用状況や決算状況が報告されました。
・  関西北陸事業連合への出資額が新たな基準適用によって減額

になること、2019年度の新規職員採用状況が報告されました。

»主な審議事項
・  2019年度新学期方針について意見交換を行いました。9月理

事会で決定します。
・  衣笠で起こった学生委員による教室の不適切使用と再発防止につい

て審議し、あらためて問題点や取り扱い等について確認しました。

理 事 会 報 告

＊次回の第4回理事会はは9月22日（土）に、可能な理事・監事は同じ会場
に集まって開催することを確認しました。以降の理事会内容については冬
号でご報告します。

OIC
　　★OICカフェテリア
　　★OIC Shop入口

BKC
　　★ユニオンショップ前
　　★各食堂内
　　★リンクショップ前

OIC衣笠 BKC

ひとことカードってどこにあるの？
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