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クリスマス企画 12/20
　OICcafeteriaとOICmealshopにて、
クリスマス企画を行います！ クイズと
ゲームに挑戦すれば、お菓子が貰えるだ
けでなく、ケーキの無料券がもらえる
チャンスです！ 今年のクリスマス、さ
らに楽しいクリスマスにしませんか？

防災クエスト
　今回の防災クエスト企画では『地震』
をテーマに扱い、震災時の正しい行動な
どをより想像してもらえるように体験型
のブースを盛りだくさん用意していま
す。地震が起こった際に困らないために
も、是非お越しください！

選挙企画 
　みなさん、選挙に行っていますか？今
回の選挙企画では楽しいクイズを行いま
す。政党や選挙についての知識だけでな
く、下宿生向けの投票方法なども学べ
ちゃいます！ 豪華な景品を用意してお
待ちしています！

フェアトレード企画 
　GI × IROHA の 第 二 弾！ 学 生 団 体
IROHAさんとコラボして、身近な国際
協力や平和について学べる楽しい企画
です！ また今回も期間限定でドライフ
ルーツを販売します！ あなたも国際協
力を実感してみませんか？

消費者企画 
　身近な問題である消費者トラブル。普
段使っている便利なあれこれの裏に隠れ
ているかも。問題点や危険性を楽しいク
ロスワードを通して学び、充実した大学
生活を送りましょう！ おいしい景品も
ご用意しています！

Mission to Returns
みなさん！ 食堂が混雑していて席が取れ

ないなんて経験をしたことはありませんか？
この企画は、早く食事を済ませて席の

回転率を上げようっ！ていう企画です!!
12 月 12、13、16、17、18 日 の

5日間で、お得な景品も用意しているの
でぜひ参加してください！

冬祭り12/19

・

20
お餅つきやパフェ作りなどたくさんの

楽しい企画を用意しています。もうすぐ
閉まってしまうC-cubeで最後に冬の楽
しい思い出を作りませんか？ ぜひ来て
くださいね(⌒∇⌒)

滋賀たっぷりおでん12/10・11 
ユニオンショップの前で、地元滋賀の

食材をふんだんに使ったおでんを販売し
ます！ 冬の寒いこの時期にあったかい
おでんを食べたら身も心も暖まります
よ！ 滋賀のおでんを食べて、地産地消
の大切さを考えてみませんか。

レッツゴートラベラー
12月上旬にトラベルセンターの前で、

旅行や留学に関したお得な情報が得られる
企画を実施します！ 冬休みの旅行計画や
留学計画を立てるにあたってお得に行ける
トラベルセンターを活用してみませんか？
是非お越しくださいお待ちしてます！

メリープログレッソ！12/3 
今年4月にオープンしたプログレッソ！

まだまだ認知度が低いので学生さんに
知ってもらいたいです！ ユニオンショッ
プ前で試食会をします！ 美味しい限定メ
ニューを食べられるのでお楽しみに！

活動予告 寒さに負けず
いっぱい参加してね

BKCOIC

Winter Festival
Winter Festivalは衣笠キャンパスの

冬の祭典として、店舗の垣根を超え、全
ての生協店舗共同で組合員さんに還元企
画を行うというものです。例年、屋台を
出したり、レシートラリーを行うことで
楽しんでもらいながら、還元を体感して
頂いています。

食生活相談会
−Style up project−12/10・11

お肌チェックや飲酒・喫煙に関する
ブースなど、健康に関する体験ブースや
栄養士さんに食生活を相談できるブース
を準備しています！

乱れてしまった生活習慣を楽しく見直
してみましょう！★

Food Innovation Support 12/3・4 
バイトやサークルなどで忙しくなるこ

とで食生活が乱れていませんか?? 忙し
くても簡単に作れるレシピや野菜の保存
方法、栄養バランスのよい食べ方を学ん
で食生活を改善しましょう!!

衣 笠

今後の企画も
お楽しみに！

冬



DEEP立命館
ディープな人

の

　今回のディープな人はダブルダッチを
しているサークルのFusion Of Gambit
の皆さんです！ 代表のTさんと副代表の
Yさんにインタビューさせていただきま
した。

3回生の夏の大会で
全国大会を目指す！

まず夏に大きな大会があります。その大会は学生の大会で出場チームはJAPAN全国大会を
目指して練習をしています。冬はなんと、いきなり全国大会への出場となります！ 冬の全国
大会では上位の出場チームが世界大会へ進むことが出来ます。その他には小さな大会が5月、
11月、12月、そして夏の時期にもあります。ダブルダッチは構成、完成度、技術、表現力、
オリジナリティで勝敗が決まるのでそれらに磨きをかけて頑張ってます！

普段は週に2回、全体練習をしています。それに加えて、チームごとの練習もしています。所
属人数はそれほど多くありません。チームは1回生が合計6人なので1チームのみです。2回
生は10人いるので5人ずつの2チームに分かれて、練習しています。3回生は合計5人で1チー
ムです。チームでの練習は週に2回程度ですが、個人練習をしている人もいるので、毎日のよ
うにダブルダッチをしている人もいます。

入学式でのサークル紹介で先輩がダブルダッチをしているのを見て、格好いいなと思いました。もと
もとは未経験者だったのですが、体験に行ってみたらすぐにダブルダッチにはまり、上手くなりたい
と思いました。

ダブルダッチは練習をすればするほど絶対に上手くなれます。大会に出場して、披露した技が決まると
歓声が聞こえてきます。その歓声を聞いたときにダブルダッチをやっていて良かったなと感じます。

立命館のOICで練習していた先輩が金髪の人で、仲良くなれそうだと思い、所属することにしました！ 
でも実は他大学の人で、所属して探したら普段はOICにいないことを知りましたが、現在も続けて
います。

ダブルダッチはここで技を入れなければならない、ジャンプしなければならないといったことがあり
ません。自分のやりたいことが素直に全部出来るのが魅力的で楽しいので、それがやりがいだと思い
ます。

Q1. Fusion Of Gambitとその活動について

Q2. 所属したきっかけ

Q3. やりがいを感じるとき

Q4. 今後の活動目標

Fusion Of Gambit

代表 T . K さ ん 副代表 Y . S さ ん
（経営学部2回生） （経営学部2回生）
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冬のお鍋決定戦！
　気温が下がりはじめ、すっかり肌寒くなりましたね。そんな時に体を温めるには鍋が1番ですよね。
この時期友達や家族と集まってお鍋パーティーをする人たちも多いのではないでしょうか！ 今回は3
キャンパスの代表者たちが冬に食べたいお鍋を作り、どのお鍋が総合的に1番か競ってみました！

3キャン合同企画

ルール

評価基準

● ユニークな鍋　　● 食材・調味料は自由

● 3000円以下（3 〜 4人分）

● 味
● 見た目
● オリジナル性
● 作りやすさ

　今回を審査してくれるのはこちらの御三方。
舌に絶対の自信があり、数々のお鍋パーティー
を経験してきた実績ある方々です！ 見た目・
味・オリジナル性・作りやすさの4つのポイン
トから評価してもらいました。

★ ３キャンパスでそれぞれ鍋をつくる

　みんなとおしゃべりしながら鍋を作ることができ
てとっても楽しかったです！ 映えを狙ったので鍋を
より綺麗に美味しそうに見せようと、
盛り付けに苦戦しました（笑）見た目
も味も満足できるものになってよ
かったです！

　ハロウィンがテーマだったのではんぺんやニンジン
をお化けやコウモリの型に切り取ってオシャレにし
てみました！ 味はトマト鍋というよ
りミネストローネに近かったですが、
味付けもしっかりできていたので満
足です！

　正直その場の勢いで作った部分も多かったのです
が、結果的にそれが良い出来上がりに繋がったので僕
たちとしては大満足です！ ただ、具材に対してスー
プの量が少なかったので時間
が経つとパサパサになってし
まったところは反省点です！

豚骨ら〜めん鍋

ハロウィン鍋

カルボナーラ鍋

衣　笠

BKC

OIC
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衣　

笠
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K
C

O
I
C

とろみがあり、また味噌のコクがまろやかで美味
しかったです！そして具材を煮込んだことによっ
て美味しさが増していました！

トマトの酸味が効き、ウィンナーがとても美味し
かったですね！ こうもり？型のはんぺんには驚き
ました！

カルボナーラ鍋。口内炎にしみない！重たいイメー
ジがあるカルボナーラやけど、鍋にすることによっ
て割とアッサリ。優しいお味でした。見た目も卵
の感じがキレイでした！

　厳密な審査の結果、僅差で衣笠キャンパスが優勝、BKCとOICが同点でそ
れに続く結果となりました。鍋じゃなくて豚骨ラーメンではないかという意見
もありましたが、ラーメンをそのまま鍋に入れるというシンプル且つ大胆なア
イデアが功を奏したと言えるでしょう（笑） カルボナーラ鍋もそのまんまカル
ボナーラ、ハロウィン鍋もミネストローネのような味になり、結果としてどの
キャンパスの鍋も鍋ではなくなっていましたが、実際に作ってみて楽しかった
という声が多くありました。皆さんもこれからの冬に備えてユニークな、ある
いは自分たちで考えたオリジナルの鍋を作ってみてはいかがでしょうか！

◦ キャベツ …………………1/4

◦ 白葱

◦ 緑豆もやし ……………200ｇ

◦ 煮玉子

◦ メンマ ………………… 70ｇ

◦ 豚こまきれ

◦ 鍋用ラーメン

◦ 鶏もも肉 ………… １パック
◦ ベーコンブロック
◦ 白菜
◦ ブロッコリー
◦ ニンジン
◦ スパゲッティ
◦ ピザ用チーズ
◦ 卵 …………………… 2〜3個
◦ 牛乳
◦ 塩
◦ こしょう

◦ 完熟トマト鍋スープ
◦ キャベツ
◦ 玉ねぎ
◦ 鶏もも肉
◦ スライスチーズ ……… ２枚
◦ ウィンナー
◦ ニンジン
◦ はんぺん
◦ ブロッコリー
◦ こんにゃく
◦ 味付けのり

材　料

材　料

材　料

味　  ★★★★★
見た目　  ★★★☆☆
オリジナル性　 ★★★☆☆
作りやすさ　  ★★★★☆

味　  ★★★★☆
見た目　  ★★★★☆
オリジナル性　 ★★★★☆
作りやすさ　  ★★★☆☆

味　  ★★★★☆
見た目　  ★★★★★
オリジナル性　 ★★★★☆
作りやすさ　  ★★★☆☆

結果発表

豚骨ら〜めん鍋 合計48点

合計45点

合計45点

ハロウィン鍋

カルボナーラ鍋
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　自分はあまりC-Cube
に行かなかったので
C-Cubeに対する思い入
れはほぼありませんで
した。６月頃に存在を
知り、授業終わりも距
離が遠かったのでいく
機会は少なかったです。
しかしC-Cubeがなくな
るのは少

し寂しいです。もっと行っておけばよかっ
たと後悔が残っています。

　僕はC-Cubeを割と頻
繁に使っていたので、な
くなると聞いてショッ
ク で し た。C-Cube の
オムライスやスパゲッ
ティが好きでした。知
るカフェからも近く、
C-Cubeに行った後知
るカフェに行くという
楽しみがなくなってし

まって残念です。C-Cubeがなくなった跡地に何ができ
るか楽しみです。

　４月後半、僕がまだ友
達ができてなかったと
き、昼食はC-Cubeで食
べ空きコマはC-Cubeで
課題をしていた。しかし
友達ができてからは知
るカフェにいくように
なった。C-Cubeと距離
感を感じ始めたのはこ
の頃だった。ある日僕は

C-Cubeがなくなることを聞きあの日々を思い出した。
そうだ、もう一回、もう一回だけC-Cubeに行こう。

　私がC-Cubeを 知 っ
たのは４月の中旬でし
た。そこで部活やサーク
ルの新入生歓迎でバーベ
キューをしました。そん
なこともあり、C-Cube
に興味を持ち、普段から
通うことにしました。メ
ニューはとてもおいしく、
そしてなにより値段が安

いことが魅力的でした。そんなC-Cubeがなくなると聞い
たときはショックでした。また復活することを願います！

　1995年10月にオープン。前年のBKC開学後、「ユニ
オンカフェテリア以外の飲食施設が欲しい」という組合員
の強い要望で設置になりました。
　オーダー制で出来たてのメニューが食べられることやパ
フェなどのスイーツで、食堂とは一線を画したラインナッ
プで営業を続けてきました。そしてシー・キューブといえ
ばバーベキュー！1回生のクラスで利用した組合員さんも
たくさんいますよね。夏には生協学生委員会の「夏祭り」企
画なども実施され、足を運んでいただいた方もいるのでは？
　残念ながら2019年12月25日（水）の営業が最終となり
ます。閉店後は大学が大規模にリニューアルして、新しい
飲食施設が誘致される予定となっています。

　資料によれば応募を参考に生協運営委員会で店名を作成したそうで、建物外観と交流の
場を表現した「Café de ComCrystal」という表現から、表記も含めてこの呼び名に決まっ
たようです。ちなみに優秀賞の応募者の賞品は「VHS」のビデオデッキ（！）でした。
※オープン当時はなんと生ビールがメニューにありました。
※一時期は、エポック21の宿泊者向けに「エポック鍋」をデリバリーしていたことも。

　以学館の地下に佇む理髪店。1965年に大学から生協に
移管されて以来45年余り。当時は大学で髪を切るのは割
と当たり前で、BKCも開学当時は理髪店がありました。学
生だけではなく今でも常連！の教職員さんや校友の方もお
られたのですが、理容師さんの後継もなく、役目を終える
こととなりました。長い間のご愛顧、本当にありがとうご
ざいました。

　閉店前最後の一ヶ月というこ
とで、長年の感謝の気持ちを込
めて通常より豪華なメニューを
販売します！12月の下旬には
クリスマスフェアや近江牛フェ
アが行われる予定ですので是非
遊びに来てください！

�ビッグガーリックチキン
�カーネーションチキン
�クラムチャウダーパスタ
�近江牛

さよなら シー・キューブ C-Cubeの
思い出メッセージを
聞かせてください！　生協では今年度中で営業を終了する店舗が2つあ

ります。まずはBKCのシー・キューブ。

そして衣笠の理髪店。どちらも長く組合員の皆さん
に親しんでもらいましたが、その歴史を閉じること

となりました。RUCではあらためて店舗をご紹介し
、皆さんに閉店をお知らせします。今までのご利

用ありがとうございました！ ぜひ最後のご来店、お
待ちしています！

BKC

◆ シー・キューブは…

◆ シー・キューブ　あれこれ

理髪店（衣笠）は2019年12月で閉店します C-Cubeで特別なフェアを実施中！
メニュー

衣笠

&
理髪店

1994年 びわこ・くさつキャンパス開学　ユニオンショップ・カフェテリア　オープン
1995年　 10月30日「新喫茶」としてオープン　店舗名を公募しました
　　　　  12月8日「Ｃ3：シー・キューブ」に名称決定！
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　年末年始は家族で過ごすという人が大半のようですね。中
には友達や恋人と過ごすという人もちらほらいますね。家族
と過ごすのも良いですが、友達とワイワイ騒ぎながら年を越
すのも楽しくて良い年を迎えられそうですね。今年のあなた
は誰と過ごす予定ですか？

　年賀状を書いたことがある人は多いと思いますが、携帯電話
のメッセージ等で新年の挨拶をする人が多いようです。年賀状
は手書きでわざわざポストまで出しに行くことが面倒だとか。
そんな年賀状ですが、出す側も貰う側もどこか温かい気持ちに
なるのでたまには年賀状を書いてみてもいいかもしれませんね。

　第1位はやはり年越しそばを食べるという人が多い
ですね。第2位にランクインしたのは全国の女子の味
方、ジャニーズカウントダウンです！ 年末年始、テレ
ビの画面の中にはイケメンのみ。イケメンを見納め、
見初めもイケメン…なんて幸せなんでしょうか。

　全国から学生が集まる立命館。地域に
よっておせちの具材は変わりますよね？
例えば栃木県では水羊羹が入っているの
だとか…！ 立命館生の好きなおせちの
具材第1位に輝いたのは「数の子」でし
た！納得のおせちの具材だと言ってもい
いですね。また、残念ながらランキング
から外れたおせちの具材の中には、がん
もどきや金時豆などもありました。

　12月に入り本格的に寒くなってきましたね。「こた
つから出たくない」だとか「柚子風呂に入って心身とも
にリラックスしたい」などなど…冬ならではのやりたい
ことがたくさんありますね♪ このページでは特に年末
年始に関わる質問をしてみたので、ぜひご覧ください。

１位  年越しそばを食べる

２位  ジャニーズカウントダウンを見る

３位  ジャンプする！

１位

3位

の立命生 本 音。
　家族と過ごすという人が多かったことから、実家でという
人が多いですね。今年成人式を迎える人は、年末年始は下宿
先で過ごし成人式に合わせて帰省予定の人もいるそうですよ。

　お年玉をもらえると回答した人が多いようですね。大学生は
大人の一歩手前。いつまでお年玉をもらえるのでしょうか…。

年末年始どこですごす？

お年玉もらえる？ あげてる？

年末年始誰とすごす？

年賀状書く？

年越しのとき
必ずすることは？

好きなおせちの具材は？

　ガキの使いあらへんで（ガキ使）か紅白どちらを見るかという論争でしたが、立命館生は
なんと……交互に見るという人が1番多いです！ 立命館生は欲張りですね（笑）。紅白で
好きなアーティストを応援し、ガキ使でお腹を抱えて笑うという年末を過ごしているよう
です。さて、話を戻してどちらを見るかという質問に戻りますが、どちらかというとガキ
使を観る方に軍パイが上がりました。笑って年を越したい人が多いようですね。

ガキ使か紅白どっち見る？

数の子

伊達巻

2位
栗きんとん

YOUは何する年末年始？！

33.7%
交互にみる

25.6%
紅白

31.4%
ガキ使ガキ使

みない
9.3％

80.5%
家族

12.6%
友達友達

恋人 3.4％
その他 3.4％

65.5%
実家18.4%

祖父母の家祖父母の家

その他
10.3％

下宿先 4.6％ 海外 1.1％

87.4%
もらえる

どっちも 4.6％
どっちも
ない
6.9％

あげてる 1.1％

45.3%
LINEかメール
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 ひとことカードとは、組合員の皆さんの“あれをおいてほしい！” や“こう
なってほしいな” という意見、要望に応えるために生まれたカードです。日
頃の学校生活で感じる生協店舗への思いや、ちょっとしたエピソードなどを
気軽に記入してみてください。あなたの要望が実現するかも!!

　パンプキンパイ！ ハロウィーンの時期
にピッタリです。残念ながら今年は入荷
が無かったみたいですが、お芋や栗を使っ
た季節を感じられる商品がたくさんある
ので利用してみてはどうでしょうか。

　皆さんは10月から生協店舗でレジ袋
の配布をやめたことをご存じでしょう
か。レジ袋が無いとなるとマイバッグ必
要ですよね。販売が始まったら是非使っ
てみてください。

　鶏竜田ゆず風味への熱い想いがよく伝
わってきますね。人気メニューのひと
つみたいです。皆さんのお気に入りメ
ニューは何でしょうか。ひとことカード
に書いて気持ちを伝えてみましょう。

利用方法

ひとことカードが置いてあ
るところからカードを取る。➡

要望、意見などを記入し、カー
ド置き場付近の箱に投函する。➡

後日、お店からの返事が掲示
されていることを確認する。

B K C O I C衣 笠

2

3

　後味の悪い本は出来れば読みたくないもの。ですが「イヤミス」と呼ばれるジャンルも
あるように私たちは時々そんな話を読みたくなるようです。とはいえこの話を「面白い」
と思える間は幸せかもしれません。ぜひ手に取ってみてください。

後味の悪い話

1

ユニオンショップ前
リンクショップ入口

各食堂内

OICカフェテリア
OIC Shop入口至徳館購買部内

ふらっと内
各食堂内

OIC
衣 笠

BKC

　学生時代の友人たちの思い出の中にメンバーの一人の失踪が不気味な影を残していた。
そんな中、ある銅版画にまつわるエピソードがそれぞれの口から語られていく。「尾道」「奥
飛騨」「津軽」「天竜峡」…この銅版画、「夜行」がメンバーに奇妙な思い出を残していく。
　「世界は常に夜なのよ。」物語の中で登場するこの一言が読んでいるときに頭から離れな
かった。物語が進む中で不気味さが増していくのにページをめくる手が止まらない。「夜行」
が繋ぐ壮大な物語が、私たちを大きな大きな闇に誘う。読み終わった後の心細さ、寂しさ
を感じていたとき、私の目にほのかな朝日が差し込んできた。

　「なんか、いかにもだよね。」ふと流れてくる犯罪者の報道にあなたはそう思っていないだろ
うか。犯人は、劣悪な環境で育ち、暴力的で、元恋人にストーカー行為を…、次々と明かされ
る犯人の人物像、でもそれは第三者が作り上げた犯人の虚像かもしれない。今ゾッとしたあな
たは体験したことがあるのだろう。「Aさんって○○らしいよ。」Aさんの友達のあなたは思う、
A さんはそんな人じゃないのに…と。この物語は私たちに物事の多面性と人間の浅はかさを痛
いほど見せつけてくる。主人公は死刑囚の女性。物語は判決理由に沿って彼女の人生を辿って
行く。そして見えてくる真実と極限の孤独があなたの中の正義を揺るがすことになる。

夜行

　辛い。この物語に付随する感傷は、これに尽きる。作中ではトラブルを起こす娘の背後に、
無意識に娘を傷つける「穢れなき」母親の姿がある。けれど、世間も、時には当の娘たちで
さえも、その神聖さの陰に隠れた「毒々しい」姿に気付くことができない。本物の愛情って、
なんだろう。経験則でしか物事を測れない人間の語る真実って、なんなのだろう。全てが捉
え方次第だと言えば、誰かの傷ついた気持ちはなかったことになるのだろうか。そんな答え
のない問いを延々と繰り返す、そのスタート地点に、きっとこの本は存在するのだと思う。

ポイズンドーター・ホーリーマザー

イノセント・デイズ

つい読みたくなる…！私もひとこと
今月の
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10月6日に、今年も田植え、草刈りでお世話になった

耶馬渓の農家さんのところへ稲刈りツアーに行きました。

APUの開学3年目から途切れることなく続いているイベン

トです。学生・職員含め20人で参加したツアーでしたが、

機械なしの手作業での稲刈りはなかなか進まず、一昔前の農

家さんの苦労とお米の大切さを改めて実感しました。また、

今年は台風の影響だけではなく、イノシシによる被害もあっ

たそうです。耶馬渓地区も農家さんの高齢化、後継者不在な

ど、いまの日本の農業が抱えている問題にも直面しています。

イベント自体は楽しい企画ですが、参加した学生のみなさん

が少しでも日本の農業が掛けている問題に気がつくきっかけ

になればと思います。

また、今回のツアーで刈ったお米は1月に予定している餅

つき大会でキャンパスのみなさんに振る舞われます。

APU　CO-OP報告

2019年度　第５回理事会

2019年10月16日（水）18時30分～ 20時06分  
出席理事20名　出席監事６名

»主な報告事項
・�学生委員会をはじめとする組織活動について報告された。
・�消費税増税対応も含め、秋セメ開講の店舗利用状況が報告さ
れた。

»主な承認事項
・�今期の学生委員会名簿が提出され、理事会で委員として承認
された。

»主な審議事項
・ユニオンフードコートの洗浄機更新について議決された。
・�民法改正に伴う諸規則（組合員カード規則・ミールカード利
用規則・学内講座規約）について改定案および制定案がそれ
ぞれ提案された。一部内容の質問点があり、詳細確認の上次
回に最終議決することとなった。

2019年度　第６回理事会

2019年11月20日（水）18時30分～ 19時55分  
出席理事21名　出席監事 7 名

»主な報告事項
・10月決算を踏まえた年度末見通しが報告された。
・�2020新学期がスタートしており、準備状況も含めた進捗が
報告された。

・�ユニオンスクエアや諒友館食堂地下ROSSOなど、食環境改
善の取り組み状況が報告された。

・�生協正規職員の年末一時金・次年度採用職員について報告さ
れた。

»主な審議事項
・�前回理事会で質問があった「組合員カード規則」の改定を再
度審議、承認された。

・�大学生協連が設立した奨学財団賛助会員に加入することが提
案され、承認された。

・連合会総会の代議員を決定した。

理 事 会 報 告

昨年の餅つきの様子です。餅つきたい人、待ってます！

耶馬渓農家さんで稲刈りを行いました

　10月1日～17日の間、ROSSO改修に向けたアンケートを実施しました！ 
アンケートにお答えいただいた皆さん、また、文学部自治会・文学部オリ
ター団の皆様ご協力ありがとうございました！

　皆さんのご意見・ご要望をもとにして、これからより細かく商品等を精
査していきます！ そして、2月にはROSSOの改修が終了します。来年度
以降のベーカリー ROSSOをお楽しみに！

　アンケートには合
計 776 名の方にお答
えいただきました。結
果としては、価格や居
心地の良さを重視、ク
レープの引き続きの
販売、スープやスムー
ジーを望む声など広
範にわたりました。

〜 If you can't reuse it, refuse it! 〜
捨てるなら、もらわない。

ROSSO改修？！

SDGsとは？

レジ袋の原則禁止！

　 皆 さ ん、SDGs を 知 っ て い ま す か？ SDGs は Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、2015年の国
連サミットで決められた2030年までに達成する17の目標と169
の具体目標によって構成されています。今回の生協の取り組みのレ
ジ袋の未使用では、SDGsの目標13、14、15などにアプローチ
しています!  このような世界的な取り組みを知って、自身の意識
と行動を少しずつ変えていきましょう!!

　皆さんはもうご存知かと思いますが、10月7日(月)より、生協店舗ではレジ袋配
布を原則していません！
　このことをきっかけに、皆さんに少しでも環境問題やそれに対する世界の取り組み
について興味を持ってほしいです! また、エコバッグの利用やゴミの分別等、身の回
りにおいても実践していただけると幸いです！

総 代 会 報 告
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　自分の自転車の状態を詳しく知ることがで
きました。また、自転車の状態だけではなく
今まであまり意識することのなかった交通
ルールなど、いろいろなことを知るきっかけ
になり、参加してよかったと思いました。特
にその中でも、立命館学生が思う「学校周辺
でどこが一番危険なのか」について把握でき、
自分が思う危険なところも共有できて嬉し
かったです。

　健康診断以来自分の体のチェックをしな
かったのでいい機会になりました。とくに、
ボディバランスチェックブースでは体脂肪率
や筋肉量などを測ることができ、今まで意識
していなかったことについて知ることができ
てよかったです。また、お肌チェックブース
で自分のお肌の成分について知ったことか
ら、ケアをしっかりしようと思えました！

　ヘルススポーツプロモーションではバラン
スボールや筋膜リリースなどのブースがあ
り、楽しいコンテンツがたくさんありまし
た。スポーツ健康コモンズに所属しているト
レーナーの方々から簡単に筋肉をほぐせるス
トレッチ方法を教えていただきました。スト
レッチをする前とした後に前屈を行い、明ら
かに足の筋肉がほぐれていたことが分かりま
した。怪我をしないためにもこういったスト
レッチは大切だと感じました。

とても便利な乗り物である自転車。そん
なあなたの愛車に不備はありませんか？
自転車無料点検会では、プロの整備士さ
んをお呼びしてタイヤの空気入れ、チェー
ンやブレーキの油差しなど無料で自転車
の点検をしていただくことができます！ 

皆さんは自分の健康について意識したこ
とはありますか？ 健康チェックでは血
圧や血管年齢を測って自分の健康状態を
知ることができます。また栄養士の方々
に来ていただきよりよい生活習慣や食生
活の相談をすることもできます！

当企画では、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
ために、ストレッチやバランスボール、
握力測定などが体験出来ます！

　4月に自転車を買って以来、1回も点検をしてもらったこと
が無かったので、参加してみようと思いました。また機会があ
れば、ぜひ参加したいです！

　RUCの秋号を見て当日授業終わりに友達と来てみました。
実際に企画場所に行ってみると、アットホームな雰囲気で参加
しやすかったです。

　たまたま食堂に向かった時に開催されていたので参加してみ
ました。大学に入ってから自分の健康に関してあまり意識した
ことが無かったのでいい機会になりました。

　夏休みに京都から西の方に向かって2時間半漕ぎ続け、片道
25kmほどの道のりを自転車で旅したことがあります。最初は5時
間ほど漕ぐつもりでしたが、さすがに体力の限界を迎えました（笑）

　この企画を通して自分の体の様々な箇所から生活習慣を見直
すことができるということを知り、もらった資料を見返してこ
れからに役立てたいと思います。

　私は身体が硬い方だったので、ストレッチは日々続けていこ
うと思いました。またバランスボールに座るだけで体幹を鍛え
られるので買ってみようと思います。

　参加者の声をきいてみてどうでしたか？ あなたにとって共済について考えるきっかけとなってもらえたら嬉しいです。これからも
他の共済企画をやっているのでぜひきてくださいね♪冬の共済企画についてこの冊子の一番最後のページに詳しく掲載しているのでご
覧ください。

この企画に参加して
どうでしたか？

この企画に参加して
どうでしたか？

この企画に参加して
どうでしたか？

何でこの企画に参加しようと
思いましたか？

何でこの企画に参加しようと
思いましたか？

何でこの企画に参加しようと
思いましたか？

自転車でどこまで遠くへ
行ったことがありますか？

これから自分の健康について
意識していきたいと思いますか？

これから自分の健康について
意識していきたいと思いますか？

自転車無料点検
in 衣笠

秋の健康チェック
in BKC

次の企画も参加してね！！

Q1

Q1

Q1

Q3

Q3

Q3

Q2

Q2

Q2

＼ あなたの安全は大丈夫？／

今年もやります。秋の 共済企画！
　この時期学校にも慣れてきて気持ちが緩んでいる人も多いのでは
ないのでしょうか？ しかし、その緩んだ気持ちが危険なんです！ 
　そこで今回の共済ページでは、秋に行われた共済企画に参加して
くださったみなさんの声を紹介していきます。参加者の方々の意見
を参考に、自身の安全について考えてみませんか？

法学部１回生
Hさん

経済学部2回生
Oさん

理工学部2回生
Fさん

企画内容

企画内容

企画内容

ヘルススポーツプロモーション
in BKC
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ハロウィン
企画

　今年のハロウィン企画ではOICShopをハロウィン仕様に
装飾し、10月30日、31日の2日間にわたり企画を行い
ました。参加者には2つのゲームから1つ選んで遊んでも
らい、景品としてお菓子を配りました。一般組合員だけで
なく、地域の小さな子供にも参加してもらい、楽しんでも
らうことができてよかったです！

秋の自転車無料点検会
　11月20、25、26日に秋の自転車無料点検会が行われました。
プロの整備士の方々に来ていただき、今回もたくさんの自転車を
点検していただきました。さらに南草津のマップで危険個所を確
認したり飲酒運転の危なさを体験したりするブースもあって隙間
時間を有効活用できたと思います！ 来年の春にも開催予定なので、
是非機会があれば自転車無料点検会に足を運んでみてください‼

普段よく愛用しているマウンテンバイクですが、忙しさもあってなかなか整備できてい
ませんでした。そんなときに今回の自転車無料点検会があり、自分の空いている時間に
自転車を点検してもらうことができてよかったです！ （食マネジメント学部2回生）

本当に楽しかったです！ 僕はハロウィンが好きなので、
お化けだとか季節にちなんだものが出てくるのはいいな
と思いました。これからも続けてください！
 （総合心理学部3回生）

O I C

BKC

つながる京北プロジェクト 秋の田舎体験ツアー 2019
　このツアーは10/20（日）に行われ、21人の人が参加
してくださいました！ 春のツアーで植えた稲と芋の収穫
をする予定でしたが、野生動物に田畑を荒らされてしまい、
急遽芋掘りや柿などの旬の食材の収穫体験となりました。
農業体験の後は収穫した食材や京北の野菜を使った昼食・
スイーツを食べ、京北プロジェクトの運営に携わっている
京北の方々と交流会をしました。ゆっくりとした時間の流
れの中、皆さん笑顔でのびのび楽しんでいました○

みんなで作る POP 企画

　10月28日〜 11月1日の1週間、ふらっとでポップ
企画が行われました。「秋におすすめしたい本」というテー
マで自分のお気に入りの本を一冊選びポップを描いてもら
う企画で、参加人数はなんと56人！ 過去最高の参加人数
になりました！魅力的なポップばかりでどの本も読みたく
なってしまいました。完成したポップはふらっとにある「学
生委員と組合員で作る本棚」に、実際の本に貼り付けて掲示
してあります。是非みなさんも参加者の方々のおすすめす
る本を見に来てくださいね○

自分にとって特別な本を知ってもらえるいい機会になってよかったです！ ふらっとに
立ち寄った人たちに是非参加してもらいたい企画だと思いました！（文学部3回生）

1人で来たのですが、いろいろな人と
話せたり、美味しいものもたくさん食
べられたりしたので来て良かったと
思います！ 1日の企画の中で1番印象
に残っているのは芋掘りです。すごく
立派なサツマイモが多くてこれを本
業にしている人はすごいなとぁ感心
しました。 （国際関係学部1回生）

衣 笠

組合員企画こんなのやったよ！ 10〜11月編
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