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夏

7/11 食生活相談会
-Style Up Project-
　この企画では自らの食生活を見直す
きっかけ作りの提供を目標に活動してい
ます。夏休みを迎える前に楽しく健康な
食習慣を身に付けましょう！

衣　笠

6/13 知っ得！ 防災
　消防署の方と連携して起震車や煙中体
験、消火器体験といった、ここでしかでき
ない体験がたくさんあります！ 体験型の企
画を通して、防災を身近に感じてみません
か？ 皆さまのご参加お待ちしています！

活 動 予 定

OIC
5/27・28
IROHA×生協学生委員会
ドライフルーツ企画
　国際協力団体 IROHA が OIC ミール
ショップでカンボジアのドライフルーツ
を販売するにあたり、私たちと一緒に国
際貢献の仕組みや意義を考えてみません
か？ なんと！ 特別にドライフルーツの
試食もできちゃいます♪

6/10～6/30
#Rmypeace企画
　日常の平和な写真を、＃Rmypeace
をつけてSNSで投稿しよう！ 平和を見
つめ直し、その一部分がいろんな社会問
題へと繋がっていることを、OICミール
ショップ前の平和ブースに来て、考えて
みてください！

6/11 自転車無料点検会
　こんにちは！ 6/11に自転車の無料点検
を行います。今回新たにVRブースと飲酒ゴー
グルブースを設置しました！楽しく安全に自
転車通学しましょう！ 是非来てください♪

6/12 行列のできる　
健康相談所
　健康相談所を行います！ なんと専門の方に
直接、生活のお悩み相談ができちゃいます！ 
また、今回は睡眠ブースが新設されました♪ 
皆さんの参加をお待ちしております！

6/20 TISA×生協学生委員会
コラボ企画 浴衣で国際交流会
　留学生支援団体TISAに所属する留学生
と日本の文化でもある浴衣を着ながら、楽
しいゲームをしたり食堂でご飯を食べて国
際交流をしたりします！ 生協に対しての意
見交流で、留学生とも仲良くなりながら異
文化の価値観が知れる超貴重な企画です！

6/24 防災ビンゴ
　クイズや防災体験を通して、もしもの
時の備えが分かっちゃいます！ 下宿生
はもちろん、自宅生も必見！ 素敵な景
品も用意しています。みんなで楽しく防
災の知識を身に付けよう！

6/24～6/28
ランチボックス
　テイクアウトコーナーにて期間限定丼
を販売します！ 6/24・25は皿う丼、
6/26・27はスタミナ丼、6/28はエ
ビピラフ丼です！ 三種類制覇しよう！ 
お楽しみに！

7/3 夏を先取り！　
サマーフェスティバル
　楽しい楽しい夏祭り！ 食堂でわたあめや
ラムネを買えたり、娯楽ブースでは射的な
どのゲームができたりする企画です‼ 食堂
で一足先に夏の気分を味わいませんか？

BKC

6/4～6/6 トラベル
　11時30分から13時30分の間にトラ
ベルで企画をします！ トラベルでは何が
お得になるのか、トラベルを利用するとど
んな良いことがあるのか、みなさんに分
かってもらうためにクイズを交わえながら
企画します。ぜひ来てください！

6/10 ミラクルリサイクル
　リサイクルに繋がるごみの分別や南草
津のリサイクル場所、またはリサイクル
商品を紹介し関心を持ってもらう企画で

す。アロマキャンドル作りの体験ができ
るので楽しみにしておいてくださいね♪

6/14・18 夏の健康チェック
　夏に向けての健康維持のために食生活
を始めとした、様々なブースを用意して
います！ 血圧や体脂肪、筋肉量などを
知ることのできる企画になっています！

6/17・20 この写真は平和
　一見普通の光景でも、あなたの知らな
い事実が隠れているかもしれません。普
段あまり意識することのない隠れた事実
に目を向け、新しい視点や価値観に触れ
てみませんか？

6/21・26・28 ユニオン
カフェテリアメニュー総選挙
　お昼の時間にユニオンショップ前で、
懐かしのメニュー企画をやります。メ
ニューはまだ秘密ですが、「高校時代に食
べたなぁ」とか「給食で出てきたなぁ」と
か大学では食べられないようなメニュー
を提供します。ぜひ来てください！

6/25・27 ヘルススポーツ
プロモーション
　ヘルススポーツプロモーションは、ス
トレッチやバランスボールなどの体験や
クイズを通して、組合員の皆さんの日々
の運動を促し、健康的な生活を送っても
らう企画です！

HAVE FUN!
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DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

　今回のディープな人は、立命館大学AVAのみなさん！ 
　Beyond Bordersの広告で見たことがある人も多いのではな
いでしょうか？ 「大学スポーツを通して人と人がつながる社会」
を目指し今注目されているAVAさんに、インタビューをさせて
いただきました  

　地域での活動を認めてもらい、地域の方に試合の応援に来てもらえ

たときです。清掃活動や夏祭りへの参加で地域の方々と交流する機会

が多いのですが、地域の方が試合に足を運んでくださるのはやはり嬉

しいですね。(Yさん、Fさん) 

　他組織との連携による企画の運営を担当しているのですが、企画と

いう形に出来たときは達成感があります。またAVAの団員のモチベー

ションをマネジメントして、団員が活動に積極的になってくれたり、

他者へ貢献できていると感じてくれたりした時も活動をしていてよ

かったと思います！ ( I さん) 

　「体育会系ボランティアサークル」って聞いて、真面目そうだなあとか、

堅苦しそうだなあというイメージを持つ人が多いみたいです。でも僕たち

AVAはinterestingでfunnyでおもしろい団体だと思っています！ （笑） 

一緒に活動する仲間たちや地域の方々などとの出会いの場があって、様々

な人と繋がって…。とてもやりがいのある活動です。だからみなさんには、

AVAの取り組みに興味を持ってもらいたいです！ そして、大学スポーツを

もっと知ってほしいです！ 下にもあるように、立命館大学の運動部をより

身近に感じてもらえるような取り組みもあるのでチェックをお願いします☆ 

　みなさんは食堂で「健康定食」を見たことがありますか?? 実はこの定食、AVAのみなさん

が生協とコラボして考えられたメニューなんです！ 栄養バランス満点ですし、ボリュームが

あって低価格！ 通常価格の10％オフで食べることができます。メニューによってはお肌のケ

アやダイエットなど期待できる効果は様々です。今度食堂で見たら是非試してみてください

ね！ 一般学生のみなさんにもこの定食を食べて健康的な食生活を送ってもらいたいです！ そ

して、運動部に興味をもってもらうきっかけになったらなと思っています。

　大学の運動部には、高校に比べてより自主的にスポーツに励む選手たちが集まっていますし、その分プロに近いレベルの試合を観戦す

ることができます。大学スポーツにはたくさんの魅力があって誰でも見に行くことができるのに、今の日本ではその知名度が低いのが現

状です。僕たちはそれが大学スポーツにおける最大の問題点だと感じています。だから、立命館大学が日本の大学スポーツの手本として、

これからリードしていく存在になればなって思っています！ そのためにAVAが貢献して、一人一人が目標を持って。立命館が大学スポー

ツの第一人者として引っ張っていくことが最終的な目標ですね。 

　AVAは、Athlete Volunteer Associationの略で、主に

立命館大学衣笠キャンパスが中心となって活動しています！ 

団員数は約120人で、サッカー部や野球部などの体育会に

所属している有志と、体育会に所属していない、立命館大学

の学生によって構成されています。 

　活動内容としては、地域イベントへの参加や自主的な清掃

活動などです。活動を通して大学スポーツの価値向上のため

にも取り組んでいます。 

　AVAは2016年に設立された新しい団体ですが、グラウ

ンド付近での地域清掃や夏祭りへの参加などのボランティア

活動が認められ、大学のみならず、京都市北区からも支援事

業として認定されるなど今大きな注目を受けています！ 

　理念とミッションステートメントです。理念は「共者　共学　共栄」で、ミッションステートメントは価値観や考えの受容による人間

力の向上や刺激し高めあう「切磋琢磨」できる関係などです。また、AVAで活動していると団員同士で意見の食い違いが起きることも

ありますが、個人の意見や、それを言いやすい環境であることも大切にしています。AVAでの活動を通して相手への理解を深めるこ

とができ、価値観の違いを受け入れることで人間力を上げることができると実感しています！ 

やりがいを感じるのはどんな時ですか？

こんなことやってました!!

今後の目標は何ですか？

今回取材に協力してくださったみなさん

AVAのみなさんからひとこと!!

AVAってどんな団体ですか？

ー Athlete Volunteer Association ー

活動する中で大切にしていることは何ですか？

Y . R さ ん I . K さ んF . K さ ん
文学部４回生 産業社会学部３回生 産業社会学部３回生 立命館大学
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わらしべ長者 立命でも通用する説!?
　今回行うわらしべ長者ではポケットティッシュか
ら交換をスタート! ポケットティッシュから交換を
繰り返し、最終的にどんな物を手に入れることがで
きるでしょうか? 

　今回の特集では立命館大学の各キャン
パスでわらしべ長者の要領で物と物を交
換! どのキャンパスがより良いものに交
換できるかを競います! ルールは大学内
の人と交換を６回以上することとポケッ
トティッシュから開始することです。

衣 笠

BKC

OIC

START!!

　お次はポイントカードに。スタンプ
が溜まっていて、ケバブが一つ無料に
なるそうです!  激アツ!

　リュックからカイロが！ 完全に季節外れ
ですがなぜか温かい気持ちになりました。笑 

　次の交換を心配しながらも交換した
のは、胃薬…。これ逆にお姉さんが持っ
ているほうがいいんじゃないですか?! 

　最初の交換はピンク色の蛍光
ペン。3色の中から次の人のこと
を考えて選んでくれました!

　OIC最初の交換はご飯中のお
姉さん２人組! ポケットティッ
シュがお菓子3つになりました!  

　衣笠キャンパス初の交換者です!  
コアラのマーチを交換してくれた
彼、実はバーテンダー !  かっこいい!!

ティッシュ→蛍光ペン

お菓子→カイロ

スナック菓子→胃薬

ティッシュ→お菓子

ティッシュ→スナック菓子

蛍光ペン

→ケバブ屋ポイントカード目指すは一攫千金！ 
わらしべ長者におれ
は(わたしは)なる! 

目指すは最強わらし
べ長者! ティッシュ
に魔法かけます!   

老若男女、かけまくっ
てわらしべでレッツ
ビヨンドボーダー！ 

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

挑戦  壱
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　次は談笑中のお姉さんたち! いい笑
顔!! 電卓とグミが交換できる自由さこ
そOICですよね。 

　次に交換したのはカップ麺! アルミホ
イルに包まれたサツマイモに戸惑いな
がらも味はおいしかったそうです。笑 

　仲良し4人組の内、1人が未開封のお
土産のお菓子を手に。クーポン券でこ
の後カラオケへ行くそうです。笑

　やはりノリノリの教授は持ち物が一
味違いますし笑顔が素敵ですね、これ
からも企画への参加お願いします!

　職員の方との交換ですっ !  今回の企画で一番カイ
ロが似合うお方ですね! なんと愛用していたCASIO
の電卓を交換してくれました、流石すぎます!! 

　最後はスイカのパックを頂きました、女子力高
めなお姉さん方ありがとうございます! 僕もお肌
ぷるぷるになります! 

　最後の交換は、お話中の女の子たちと。ついさっ
き買ったばかりの野菜ジュースを渡してくれまし
た。健康第一ですね! 

　女子力高めな女の子、日焼け止めに喜びつつくれたの
は、インスタで人気の美容液…。立命館でも女子力は正義。

　ムキムキとグミが印象的な一
枚! グミの糖質を気にしながらの
自家製サツマイモ230グラム!  

　 この後遊ぶ予定だったシャボン玉を
交換してくれた美人な3回生お姉さん! 
とりあえずツッコミどころは多い。 

　わらしべ長者、立命でも通用する説を
検証してみました! 3キャンパスそれぞれ
の色が出て面白かったですね! 検証中は快
く交換に応じてくれるみなさんのやさしさ
をひしひしと感じておりました笑　立命館
最高ですね! 生協学生委員会はこの他にも
たっくさん企画をやっています! これから
もみなさんと楽しく面白く立命館を盛り上
げていきたいのでご協力お願いします! と
いうことでまた次号のRUCでお会いしま
しょう～ !! （もちろん説は立証!!）

　お次に話しかけた女の子が取り出したの
は、なんともみじ饅頭! 課題のお供にお土
産のお菓子食べてくださいね！

　最初はレジュメと交換しようとしたお兄
さん。ちょっとそれは困る、と視線を送る
とクーポン券を取り出してくれました。

　今度は今すぐ食べられるどら焼きに。
4回生のお兄さんも、まさかわらしべ
をするとは、びっくりですよね。笑

　なんとここで胃薬からぬいぐ
るみに大変身! どうしてこうなっ
たかわかりませんが、とりあえ
ずがっちり握手。

　通りすがりの我らが委員長とも交換! 
え、これいいんですか? というくらい
のお高い日焼け止めに変身しました! 

電卓→グミ
さつまいも→カップ麺

ぬいぐるみ

→三脚＆望遠鏡！

カイロ→電卓！

→スイカのパック

もみじまんじゅう

→野菜ジュース

日焼け止め→美容液

全体の総評

グミ→さつまいも カップ麺→割れないシャボン玉

こたべ→もみじまんじゅうはま寿司無料券→クーポン券ポイントカード→どら焼き

胃薬→ぬいぐるみ
三脚＆望遠鏡→日焼け止め

前
ペ
ー
ジ
の
続
き
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　どら焼きに驚きながらも必死で鞄
を探してくれた女の子2人組が取り
出したのは、そう、寿司無料券！

どら焼き

→はま寿司無料券

割れないシャボン玉

クーポン券→こたべ！

衣 笠

BKC

OIC

76
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学生 総 合共済

　BKCでは組合員に共済とは何か、加
入する大切さを伝えるためいくつかの
企画を実施しています。交通事故削減
を目的とした企画ではプロの整備士に
自転車やバイクを点検してもらえたり、
健康増進を目的とした企画では健康な
体かを機械で計測できたり、栄養士の
方からアドバイスを貰えたりします！

　OICでは、学生ならば使用すること
が多い自転車の点検を無料でしても
らえる企画などをしています。学生だ
からこそ起きるかもしれないことに備
えての活動も多く行っています。何か
が起きてしまってからでは遅いので、
是非有意義な学生生活を送っていく
ために参加してみてください！

　衣笠では、日頃から防災に対しての意
識や知識をつけてもらうための企画など
を行っています。中には起震車への搭乗
などなかなかできないことを体験できる
ものもあります。共済に加入していると
しても何も起きないことが１番です。そ
のために、万が一に備えて日頃から予防
活動を大切にしていきましょう！

衣 笠O I CBKC

BKCセンター OICショップ 衣笠センター

　学生総合共済とは、共済に加入してい
る組合員から掛け金を集めて、もし怪我を
した場合にその掛け金の中から給付する
という「たすけあい」の制度です。部活動
や通学中での事故は特に多いので、部活
動生や自転車、バイクで通学をしている人
は万が一の事態に備えて学生総合共済へ
の加入をおすすめします。学生総合共済に
加入したい方、質問がある方は各キャンパ
スの生協窓口までお越しください。

夏休みが始まって部活動
や旅行に行く人がたくさ
んいるけど、同時に事故
件数が一年で最も多い。
もしもに備えて学生総合
共済に加入しておこう！ある古い家に家族が引っ越してきた直

後から家族に異変が起こり始めます。勝
手に物が動く、屋根裏で物音がなるなど
の怪奇現象が起き、その恐怖に夫のジョ
シュと妻のルネは悩まされることになり
ます。そして、その怪奇現象からジョシュ
の隠されたある秘密が明かされていきま
す。そして、クライマックスは誰も予想
し得ない結末へと向かっていきます。

ある日ヒロイン奈々の妹が駅で定期券
を拾う。奈々はその定期券に違和感を覚
えたが、妹に落し物センターへ届けさせ
る。しかし、その日妹は帰ってこず行方
不明に。そんな時にブレスレットを拾っ
たクラスメイトが助けを求めてくる。し
かしその人も行方不明になるという事件
が起きた。事態の真相を突き止め妹を見
つけるために駅員も加わり協力し合い奔
走する。そしてこの怪奇現象の原因は何
なのか次々と暴かれていきます。 

この映画を見始めた時から引っ越して

きた家で怪奇現象が起こり始めます。こ

の時点でビクビクしていたのですが、そ

れに勝る恐怖が次々襲ってくるのでホ

ラー映画の代表作だなと言っても過言で

はないです。恐怖によって家族は一度壊

れかけそうになるのですが、恐怖に襲わ

れた昏睡状態の息子を両親が必死で救お

うとする姿に家族の絆が試されているの

かなというシチュエーションが窺えます。

これに関してはただのホラー映画とは一

味違う感覚が味わえたので新鮮でした。

そして、問題解決に向かうのですが謎が

解き明かされる中で一つ一つの描写に意

味があったことを知れるクライマックス

でした。まるでパズルのように問題が解

けていくので、ぜひ描写に注意して見て

頂けたらなと思います！

舞台はとある街。ある日沢尻エリカ演

じるヒロイン奈々の妹、範子が最寄り駅

で「定期券」を拾う。奈々はその定期券

に違和感を覚えたが、妹に落とし物セン

ターへ届けさせる。しかし、その日妹は

帰ってこず行方不明に。そんな時に「ブ

レスレット」を拾ったクラスメイトが助

けを求めて来る。なんと「定期券」、「ブ

レスレット」はどちらも拾った人が行方

不明になるという事件が起きていた。沢

尻エリカがとにかく若くて驚きましたが、

それ以上にホラー要素が強くてドキドキ

が止まりませんでした。ミステリー要素

も僕は感じられました。 

　今年も暑い季節がやってまいりました。 
　こんな暑い夏には、背筋が凍るようなゾッと
するホラー映画を見て、涼しくなりましょう！ 
　このページではRUC局員が２つのホラー
映画を紹介しています。ぜひ参考にしてみ
てください！ 

INSIDIOUS

オトシモノ

真夏の

海 外 ホ ラ ー

国 内 ホ ラ ー

怖 さ
★★★★★

怖 さ
★★★☆☆

ホラー特集

ケガや病気にそなえて
立命館生協ではこんな活動してます！

給付申請は  

➡  

こちらに
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67

12：34 95％

コープン

※第一号議案…昨年度の活動報告と決算報告の承認の議案のことをいいます。

※第二号議案…今年度の活動企画と予算報告の承認の議案のことをいいます。

閉
会

開
会

当
日
の
流
れ

役員選挙決議・採決討　議第二号議案
※第一号議案

※

通常総代 会
代会って何だろう？

2019年度  立命館生協 理事・監事のお知らせ

　第93回通常総代会が５月25日に開催され、今年もたくさ
んの総代に参加してもらいました。年に一度開かれる総代会
ですが、総代会とはどういうものなのか紹介していきます！ 
また、今年の総代会ではどのようなことを議論したのかとい
うこともあわせて紹介します。

　第93回通常総代会では次の方々が理事・監事として任命されました。25日、第１回理事
会で役員互選も行われましたので、あわせて組合員の皆さまにお知らせいたします。１年間
どうぞよろしくお願いします。

　生協とは「生活協同組合」の略称で、出
資者・利用者・運営者から構成されてい
ます。一人一人が出資金を出し合って組
合員になり、お店を組合員価格で利用す
ることができたり、総代会や一言カードを
用いて今後の改善を伝えたりすることも
できます。もっと詳しく教えてもらうため
に、コープンにLINEしてみました！

昨年1年間で生協が何を行ってきたのかを報告

して、今年1年間生協が何をするのかを決める

んだプン！ 組合員の代表の総代さんとして意見

を言うことができるプン！

　6月の初めに事後交流
会があります。総代さん
や生協学生委員と共にこ
れからの活動を話しあい
ます！

　6月4日に、春に行わ
れたパンの考案会で生ま
れた新しいパンの試食会
が行われます！ 他にも、
5月19日には京北ツアー
の中で至徳館で行われる
京北フェアのPOP作り
も行いました。これから
も面白い企画があるので
生協の情報は要チェック
です◎

コープクラブ、ひとことカードなど他にもいろ

いろあるプン！ 今までコープクラブではクレー

プの新メニューを考案したりしてきたプン。とっ

ても楽しいプン！

総代さんじゃないと運営には参加できないの？

そうなんだ！ 意見はどんなふうに実現していくの？

総代会って何をする会なの？

総代会での発言・意見は理事会回答もあわせて生協HPにアップする予定です。

BKC OIC衣笠
豆乳以外の商品も、月替わりの値引き
商品にしてほしい！ 
豆乳だけでなく、コープ菓子半額セールなど
も行っております。組合員の声を反映させる
企画を定期的に実施しているので、ぜひ足を
運んでいただき、一緒に考えましょう！ 

Unicoでメニューや旅行プラン、意見
箱の閲覧・利用をできるようにして、
稼働率を上げるべきでは？ 
稼働率アップのために具体的な提案を頂き
ました。課題として預からせていただき、
今後の報告会等でお知らせしていきます！ 

食堂の留学生向けの期間限定メニュー
を通常メニューにしてほしい！ 
ハラル認証の牛丼やパンを販売しよう
と取り組んでいます。組合員の皆さん
とコープクラブなどで一緒に考えてい
きたいので、ご協力お願いします！ 

総総

12：30

12：11

既読
12：34

既読
12：29

既読
12：10

12：34

第93回

加國　尚志（理事長・文学部教員） 
小沢　道紀（副理事長・食マネジメント学部教員） 
佐藤　浩人（副理事長・APU国際経営学部教員） 
尾崎　雅尚（教学部経済学部事務室） 
西川　展彦（教学部共通教育課） 
大藪　康成（総務部BKC地域連携課） 
一柳　晋也（学生部衣笠学生オフィス） 
銭　　学鵬（APUアジア太平洋学部教員） 
藤本　将光（理工学部教員） 
力丸　晃也（APUアドミッションズ・オフィス課） 
木下　明浩（経営学部教員） 

出口　真彩（文学部　２回生） 
宮川　　岳（政策科学部　２回生） 
斎藤　海智（産業社会学部　２回生） 
村上　和希（産業社会学部　２回生） 
横野　真歩（経営学部　２回生） 
森　　郁未（食マネジメント学部　２回生） 
坂本　　渚（APUアジア太平洋学部　３回生） 
渡邊　諒人（食マネジメント学部　２回生） 
藤井　創生（理工学部　２回生） 
荒井　裕徹（生命科学研究科　１回生） 
上田　莉穂（法務研究科　３回生） 
酒井　克彦（立命館生協専務理事） 

佐藤　由紀（立命館生協常務理事） 
清水　正弘（立命館生協常務理事） 

 
舟橋　豊子（政策科学部教員） 
鳥井　眞木（一貫教育課） 
桜井　稔也（衣笠キャンパス地域連携課） 
黒田　　学（産業社会学部教員） 
堀井　　源（産業社会学部　２回生） 
守本　宗平（理工学部　２回生） 
野村　壮馬（経営学部　２回生） 
ケルヴィン　タン（APUアジア太平洋学部　３回生） 

理事25名

監事８名

総代会が終わった後、総代さん、生協学生委員、

職員さんとの会議や交流会が企画されるんだプ

ン！ 去年は存心館食堂にガムを置くことを実現

するために置きたい商品を決めたりしたんだプ

ン。このように総代さんは総代会後も企画を考

えたり運営に参加することができるプン！

総代会後も

運営参加できる！

総代さんじゃ

なくても運営に

参加できる！

代会での討議

新役員
決まりました！
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　夏祭りとは違い同性の
友達同士で行くという人
が多いようです！ また、
少人数ではなく、サーク
ルなどの集団で行くとい
う人もいるようです。

　海と言えば!!の定番、ビーチバレーやBBQ、スイ
カ割りをする人が多いです。これ以外にも、広大な
海を見つめて心を落ち着かせる人やひたすら泳ぎ続
けるというストイックな人もいるようです。ただ、
夏の海は日差しが強いので日焼けには十分気をつけ
てくださいね！

・琵琶湖祭り
・水晶浜
・白浜　　etc...

　良い思い出なのか、悪
い思い出なのかは分かり
ませんが、夏に思い出が
ある人は多いようです！ 
是非今年の夏で一生の思
い出を作ってください！

　気温が高ければ、心も
熱く燃えていた人が多い
ようです！ 今年も暑く
熱く燃えていけるような
夏にしていきましょう!!!

　なんと50％以上の人
が異性を夏祭りに誘っ
たことがあるそうです！ 
その後、どうなったかま
では分かりませんが、こ
の勇気ある行動が実を結
んでくれたということを
願うばかりです。

　やはり体を見られると
いうことで半分以上の人
がダイエットをしていく
そうです。夏目前になる
と体作りに取り組む友達
もいるのではないでしょ
うか？

　恋人や異性の友達と夏
祭りに行く人が多いみた
いです！ さらに、浴衣を
着ていく人が多いので、お
互いの浴衣姿を見られる
可能性が高いようです。ま
た、大勢でワイワイ楽しむ
人もいるみたいです！

　夏の大定番のかき氷が堂々の第１位です!!! これ以外に
も、ベビーカステラやフランクフルト、リンゴ飴などの回
答もありました！ 屋台で売られているものはどれも美味し
そうに見えて困りますね！

※数字は生協学生委員会調べです。

本音。の立命生
　いよいよ暑い暑い夏が始まりますね！「夏は暑いか
ら嫌だ」という声をよく聞きますが、その反面、祭り
やBBQ、海水浴などイベントごとが盛りだくさんです。
今回はそんなイベントに関する立命生のホンネを探っ
てみました！ ぜひぜひ内容を読みながら、自分の意見
と比べてみてください！ 新たな発見があるかも…。

夏 祭り編 海 　 　 編

イロコイ編

異性誘ったことある？

誰と行きますか？

誰と行きますか？

夏にオススメスポット

海で何しますか？

夏の思い出ある？

花火は絶対見ますか？

ひと夏の恋したことある？

ダイエットしていきますか？

屋台で何食べる？

102人が
答えた！

夏ver.

１位  かき氷
２位  やきそば
３位  たこ焼き

・ビーチバレー
・BBQ
・砂遊び
・スイカ割
　　　　　　etc...

みんな
気になる

　夏はイベントがたくさんあります！ 大学生の今だからこそでき
ることたくさんして、一生の仲間と一生の思い出をつくってくだ
さい！ 今年の夏を人生で１番最高な夏にしてくださいね!!

はい
55.4％

はい
57.4％

はい
61.4％

はい
61.8％

はい
84％

いいえ
44.6％

いいえ
42.6％

いいえ
38.6％

いいえ
38.2％

いいえ
16％

同性の友達
21.8％

同性の友達
50％

異性の友達
38.6％

異性の友達
14.7％

恋人
34.7％

恋人
12.7％

その他
5％

その他
22.5％
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留学ファーストセミナー
　留学制度の説明のほか、留学経験者
の体験談や英語レッスンを行いました。
留学について情報を得ることでより興
味が湧いたという声が上がっています。

～つながる京北プロジェクト～

春の田舎体験ツアー
　春と秋に京北に出
向いて京北の魅力を
体験する企画やフェ
アを行っています。

　今回は、京北の一番の魅力である「水」
に重点を置き、その水で耕作されるお
米を植えてもらう予定です。また、フェ
アで提供するスイーツの試食や京北に
ついての勉強会なども予定しています。

知ってミール？ 試してミール？

ミール体験会！
　OIC Cafeteriaの使い方やミールプ
ランについて知ってもらい、500円
のプランの体験をしてもらいました！

IROHA×生協学生委員会
ドライフルーツプロジェクト
　国際協力団体IROHAと一緒に株式
会社JFPのドライフルーツ試食会を開

きました。カンボ
ジアの今や、購入
後どんな貢献がで
きるかを知っても
らえました。 

キャンパス版
入学準備説明会
　入学予定の新入生とその保護者様を
対象とした入学準備説明会です！ 生
協、共済の詳しい説明や、キャンパス
ツアー、現役学生による大学生活の紹
介などを通して入学前の不安を解消し
てもらいました！ 

出張版入学準備説明会
　地方から進学する新入生対象の入学
準備説明会です！ 生協、共済の詳し
い説明や下宿生活で重要な食について
のカードゲームなどを通して新生活へ
の不安を解消してもらいました！ 

Welcome Campus 
Festa 2019 
　ゲームやキャンパス内のウォークラ
リーを通して、新入生同士や先輩達と
仲良くなってもらいました。他にも、
食堂でごはんを食べたり学校施設の紹
介などを行い新入生に楽しんで貰いま
した！ 

下宿生向け企画
　下宿生向け企画は、先輩から話を聞いたり、ゲームを
通して新入生同士で仲良くなれる企画です。これからの
下宿生活や大学生活に対する不安を、楽しく解消してもらうことが出来ました！

総代会前の交流企画
　4月中旬に3キャンパスで総代交流会を行い、多くの総代さんに参加して頂きま
した。総代さんと職員の交流を促し、組合員の声を第2号議案へ反映するため活発
な議論が行われました。 

チャレンジ1回生
　＃1では大学
生活に必要な能
動性やアプロー
チ方法を講師の

方に伝授していただきました！ # ２で
は能動性に必要な情報を提供しました！

春季スポーツテスト
　運動系の部活
やサークルが他
キャンパスに比
べて少ないOIC 

では、組合員に運動する契機となるよ
う、スポーツテストを実施しました！ 

Youは何しに留学へ
　新入生に留学に行った先輩の体験談
を聞いて貰うことで留学に行く意味を
考えてもらいました。また、留学の種
類や実際のプランを説明し、留学に行
くための具体的な計画を考えてもらい
ました！

チキチキ！ 春のクロスワード祭り
　生協に関連したクロスワードを学生
委員が1から作成し、資格説明をしな

がら楽しんでも
らいました！ 最
後には景品をプ
レゼントも！ 

let's資格challenge
　今年からの新企画で、大学で取得で
きる資格の説明や、資格試験に挑戦さ
れた現役大学生に体験談を語っていた
だきました。参加者は大学生活や将来
を見据え、資格に対して興味を持って
いるように感じました。

やきたてパン考案会
　まず春休みに職員さんと企画実施を
決定し、4月での組合員からの案募集
に向けての準備。4/15 〜 4/26 ま
で組合員の募集。4/26にはGIに興
味がある今年度
の新入生にも案
を募集しました。

Pick up立命生
　新入生に大学生活の学びを知っても
らい、したい事をみつけてもらう為の
企画。先輩学生と交流することによっ
て、不安や疑問が解消され満足度の高
い企画となりました。

新入生が選んだ丼ペリ
　Welcome Campus Festa 2019
にて入学前の新入生を対象に昨年、組
合員が考案した丼ペリの選考会を実施
しました。投票で選ばれた「チーズダッ
カルビ丼」が限定販売されました。

 今回は3月から5月に行われた企画の報告です！ 入学
シーズンということで新入生を対象とした企画を各キャン
パス多く実施しました！活動報告

学びに関する
企画が多いね！

Ritsツアー
 実際にキャンパス内の生協店舗を

回ってクイズや試食をしたりすること
で、新入生にその使い方や特徴を知っ
て も ら え ま し
た！ 入学前に友
達も沢山できま
した！

自転車無料点検会
　 自転車無料点検会では、飲酒運転
の怖さを感じてもらうため飲酒ゴーグ
ルをつけて歩いてもらったり、イヤ
フォンを付けた状態で車の音に気付け

るかなど、 参加
者の皆さんに危
険性を体験して
もらいました！ 

まなぼうさい
　私達にとって決して他人事ではない
地震、火災、台風。それらの災害が起き
たときの行動、起きる前の備えについて
クイズや体験を通して伝えました！

キャリナビ#1
　沢山の新入生が、留学や教職など先
輩の話を聞いて大学生活について考え
ました。早いうちから意識することで
周りと差をつけられたでしょう！

キャリナビ#2
　インターンや公務員など実際に経験し
た学生や担当職員から話を聞いて、考え
がより明確になったという声や、選択の
幅が広がったと言う声もありました！

春の原付・バイクチェック
　原付・バイクチェックは、プロの整
備士の方に点検をしてもらい、整備不
良による事故などを防ぐ企画です！ ま
た、原付やバイクに関するクイズや事
故多発場所の紹介などを行いました。

衣笠の企画

BKCの企画

OICの企画

3キャンパス共通の企画

衣 笠

BKC

OIC

1716



あ〜る　  ゆ〜　  し〜

No.230
（非売品）2019年6月

編集／立命館生協RUC編集委員会
発行／立命館生活協同組合理事会

〒603-8577　京都市北区等持院北町56-1　TEL075-465-8280／465-8192
発行人　酒井　克彦 ／ 編集人　佐藤　由紀 ／ 印　刷　株式会社きかんしコム

APU　CO-OP報告

2018年度　第10回理事会
2019年4月11日（木）� �
18時30分～20時20分� �
出席理事19名　出席監事５名

»主な報告事項
・ 組織活動や新学期活動結果について、また4月にオープンした
「PROGRESSO」の立ち上がり状況などが報告されました。

»主な審議事項
・  総代会議案について議論し、継続審議としました。理事会から

の役員推薦については委員会より報告提案があり、議決しまし
た。また役員報酬検討委員会の設置を確認しました。

・ 滋賀県内の大学生協で取り交わす包括連携協定等が提案され、
継続審議としました。

・事業連合等、関連生協の総代選出について確認しました。

2018年度　第11回理事会
2019年5月8日（水）� �
18時30分～20時40分� �
出席理事17名　出席監事７名

»主な報告事項
・  決算状況や総代会の準備状況、関連活動の状況が報告されました。

»主な審議事項
・  総代会に提案する議案内容について議決しました。また当日の

理事分担等についても確認しました。
・ 先月提案の滋賀県内大学生協間の包括連携協定について審議、

締結することを議決しました。
・ 役員報酬委員会からの提案を審議し、議決しました。

　2018年度の理事会は5月で終了しました。2019年度は第
93回総代会で選出された新たな理事メンバーで運営されます。
1年間ありがとうございました。

理 事 会 報 告

MINAGI Project

2019年２月26日から３月５日にかけて、グアテマラ（チ

キムラ県アシエンダエルサント地域）へ綺麗な飲料水を届ける

ため、水フィルターの設置と意識改革のためのワークショッ

プを行うプロジェクトを現地にて実施してきました。グアテマ

ラの財団Fundación Dolores Bedoya de Molina、グアテマ

ラの水フィルター会社Ecofiltro、アシエンダエルサントにあ

る学校や保健所の先生たち、

コミュニティリーダーたちと

タッグを組み、このプロジェ

クトを行いました。

実際には、Ecofiltroのフィ

ルターを28個アシエンダエ

ルサントのコミュニティの公

共施設（学校や保健所）に設置

するとともに、フィルターの

使い方やメンテナンス方法に

ついてのワークショップをEcofiltro

の職員の方と協力して開催しまし

た。さらに、綺麗な水の必要性に対

する意識改革を行うための衛生教育

に関するワークショップも保健所の

方と協力して開催しました。

最後にコミュニティの人々が、自

ら自分たちの抱えている問題に気

付き解決するために、コミュニティ

内で協力してディスカッションをし

たりアクションを起こせるようにな

るためのFirst stepとして、コミュニティ・ビルディングに

関するワークショップも行いました。

　キャンパス人口の約半分が国際学生のAPU。学生の皆さんの活動もワールドワイド！ というわけでAPU生の留学便りをお届
けしてきましたが、今回はM.Kさん（APU・アジア太平洋学部４回生）の春休みを紹介していただきました。グアテマラ出身で日
本人のお父さん、グアテマラ人のお母さんをもつMさん。グアテマラの衛生状況をいろいろ聞く中で今回の取組を計画したんだ
そうです。生協も環境問題やSDG'sなどを活動方針の中に持っていますが、「水」についても大きなテーマですね。
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