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チキチキ！  春のこいのぼり祭り
　OIC Shop内にて春のチキチキ！ 鯉のぼ
り祭りを行います！ さまざまなゲームに
参加してもらうと豪華景品が当たるチャン
ス!? 沢山の参加待ってます!!

チャレンジ１回生
　大学には入ったものの「何から始めたらいいか分からない…」
そんな新入生の皆さん！ チャレンジ一回生に参加してみんな
でいい大学生のスタートを切りませんか？ 先輩の体験談を聞
いたり友達も沢山作ったりしてこれからの大学生活の可能性を
最大限に広げよう！

ランチボックス
　ランチボックスは食堂で販売する期間限定テイクアウト丼の
ことです。 みんなが「食べたい!!」と思うようなメニューを生
協学生委員が考えます！ 今回は、いつもよりちょっと豪華な
テイクアウト丼も発売予定！ 楽しみにしていてね！

活動予告 新入生も
参加してね！

留学ファーストセミナー
　海外体験といっても留学以外に初心者向けの海外体験プログ
ラムやインターンなどがあることをご存知ですか？ 「英語力に
自信がない…」「海外初体験で不安…」と思っている方はこの企
画を生協の取り扱うさまざまなプランや自分に合った海外体験
プランを見つけるきっかけにしましょう！

つながる京北春の田舎体験ツアー
　今年も京北田舎体験ツアーの季節がやってきました！ 実際
に京北に足を運んで地域の方々との交流や体験活動を通し、 京
北の豊かな自然とそこで育つ食材に触れようという企画です。  
一緒に京北の自然の中で体験活動を楽しみましょう♪

レッツ資格チャレンジ
　資格になんとなく興味はあるけど、 「どんな資格があるの？」
などといった素朴な疑問をお持ちの方必見！ 企画当日は講師
の方を招いてお話をしていただき、 実際に資格を取得した学生
に体験談などを語ってもらう予定です。 私たちと資格につい
て考えてみませんか？

新入生のみなさんにお知らせです！ 2・3ページでも紹介させていただきました、私たち生協学生委員会は新しい仲間を
募集しています。「GIに少し興味がある‼️」「話を聞いてみたい‼️」というそこのあなた！ QRコードを読み込んで説明会に
参加してみませんか？ お待ちしています♪ 

衣 笠 OIC

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、状況により開催中止、又は延期となることもござい
ますのでご了承ください。

生協学生委員会 新入生募集

衣 笠 BKCO I C



GI新入生募集中！ 新入生のみなさんは裏表紙へGO！

DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

生協学生 委 員 会

今回のディープな人は、私たち立命館生協学生委員会‼ 通称GIと呼ばれて
いる団体で、日々組合員の充実した生活のために活動しています。

また、新入生の新生活をサポートする活動も行っています。
3つのキャンパスのそれぞれにこの団体があり、

今回はそれぞれの委員長である、Mさん、
 Sさん、Wさんにインタビュー

 させていただきました！

　多くの企画を成功させるために、委員長として、
団体の一員として、といった立場の線引きをする
ことや、日々のスケジュール管理など、大変なこ
とが多いと感じることも、正直あります。ですが
困難を乗り越えた分、良い仲間、様々な思い出に
出会うことができたため、充実しています。

▼大変だったことはなんですか？ ▼ 委員長をしようと思ったきっかけは
なんですか？

　引退する3回生の先輩方を送り出す夏合宿の時、学
園祭の打ち上げの時がきっかけです。引退する先輩や、
それに涙ぐむ先輩を見て、「大学でこんなにも頑張れる
事があるのなら、誰よりも頑張れる立場になりたい」と
思ったり、また、一丸となった学園祭で達成感を味わい、
同期のみんなのことを好きだと気付いたからです。

OIC

BKC

衣笠

　とてもやりがいを感じています！ メンバーはチー
ムごとに分かれているため、それぞれに的確な指示を
出すことは大変ですが、委員長は学生委員のみんなと
関わることができ、企画が成功した時には喜びも共有
でき、日々充実しています。委員長は学生委員として、
最も楽しむことが出来る役職だと思います。

▼実際に運営してみてどうですか？

　生協学生委員会は、「組合員のより良い生活」の
ために、日々活動しています。例えば、本誌RUC
の制作、共済加入推進や防災活動、生協店舗と連
携していろいろな企画を行っています。また、新
学期には新入生のために、「入学準備説明会」や
「Welcome Campus Festa」などの企画も主催し
ています！ いろいろな企画をこれからも行います
ので、見かけたらご参加のほどお願いします！

▼GIとは？

　OICで学生委員会の委員長を務めております、政
策科学部新３回生のM.Gです。委員長として、特に
意識していることは、「みんなの立場を理解すること」
です。なぜなら、委員会の皆でより良い団体を作っ
ていくには、各々が多種多様な立場にいる大学生は
集団で行動することは難しいと考えたからです。

　こんにちは！ BKCの学生委員会で委員長を務めていま
す、食マネジメント学部新３回生のW.Rです。僕は委員長
として振る舞う、というよりも個性豊かなみんなが学生委
員会でやりたいことを少しでも実現できるように、そして
何よりも楽しむことが出来るように、ということを特に意
識し活動に取り組んでいます！

　衣笠キャンパスの学生委員会で委員長を務めております、産
業社会学部新３回生のS.Kです。幅広いテーマでの活動をして
いく中で、組合員のより良い生活につなげるためにはどうした
ら良いのか、そして学生委員１人1人がその意識をもって活動
に取り組むことが出来る組織を目指して頑張っています！
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●1.3点

●0.7点

●6.9点

赤

緑
黄

　今回の特集は、皆さんが日頃お世話になりまくっているであろう食堂にフォーカスを当ててみました！ 
魅力的なおかずたちを編集者たちがあふれる想像力で組み合わせてみましたよぉ～

ルール
　今回のオリジナル丼を作るための予算は500円！ 
　それ以外はもうなんでもござれ!! 好きなもんを好きなだ
け米の上にぶちかまして美味そうなもんを作るだけ!!! ヘ
ルシー丼か、がっつり丼か、はたまたどちゃくそユニーク
丼か!! 自分好みのおニューな丼を作り出せ！

　ごはんにおかずをポン！でいつでもビビンバが食べられますね。
すっごく食べにくくて、だんだんと飽きてくるのでおススメできな
いでしょう。やっぱり別々がおいしいですね！

　中華風の丼を食堂でも食べたいと思ったことはありませんか？ そ
こで中華料理で定番の春巻きと餃子をドーン！と載せてみました‼️ 
相性もよく、美味しいので是非皆さんもお試しください。

　ライスに冷奴をトッピングしたホワイトシチューをぶっかけた
丼です！ 見た目はやや地味ではありますが、一食に必要な三郡点
数法が意識されており栄養配分は満点といってもいいでしょう！

食堂オリジナル 丼を作ろう！

ビビンバ風っぽい丼 中華ドーン

ホワイ豆腐シチュー丼

OIC 先東新之介作 衣笠 山岸美音作

BKC 松田怜大作

・ライスL・・・・・・・・・ 147円

・豚キムチ炒め・・・264円

・ねぎだくもやしナムル・ ・
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88円

・ライスS・・・・・・・・・・ 94円
・揚げ餃子・・・・・・・・・88円
・ねぎだくもやしナムル・　　・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・88円
・春巻き・ ・・・・・・・・・・ 55円
・温泉玉子・・・・・・・・・44円

・ライスL・・・・・・・・・136円

・鶏のホワイトシチュー・・・
・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・ 220円

・冷奴・・・・・・・・・・・・・・44円

使ったメニュー 使ったメニュー

使ったメニュー

栄養バランス

栄養バランス

ボリューム

ボリューム

コスパ

コスパ

盛
り
付
け

盛
り
付
け

お
い
し
さ

お
い
し
さ

合計499円 合計369円

合計400円

●1.2点

●0.3点

●7.5点

赤

緑
黄

●2.2点

●0.9点

●7.1点

赤

緑
黄

OIC

BKC

衣笠

栄養バランス

ボリュームコスパ

盛
り
付
け

お
い
し
さ

栄養バランス

ボリュームコスパ

盛
り
付
け

お
い
し
さ
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　大学からは約1時間
ほどの普段は知っては
いるけどあまり行かな
いエリアにドライブし
てみました！

　今回は滋賀県の北東
に位置する長浜市に行
きました！ 豊臣秀吉
が大名として初めて城
を持った地としても有
名で、BKCから車で2
時間くらいで行ける場
所です！

　大学周辺から車で
40分弱と少し近場で
はありますが…（笑） 
普段あまり行くことの
ないエリアをドライブ
してみました！

堺市

長浜市

伏見区
OIC

BKC

衣笠

各キャンパスの行き先はここだ！

 衣笠→京都、 BKC→滋賀、 OIC→大阪で事前にダーツを投
げて当たった町を散策し、新しい発見やインスタ映えする写
真を撮ってきてもらうという企画になってます！

企 画 説 明

ダーツの旅

# ちょい 旅
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　さらに奥に向かうと、珍しい鳥居があ
りました。これが大岩神社のメインの鳥
居だそうです。木製の鳥居が一般的です
が、これは石で作られているようです。
山の奥にある幻想的な神社でした。

　黒壁スクエアの代表的な建物が「黒壁ガ
ラス館」なんといってもきらびやかに光る
数々のガラス製品がこの建物に集められて
います。黒壁ガラス館の隣にある「黒壁ガ
ラススタジオ」では、実際にガラス職人に
よる制作風景を見学することもできます！

　堺市のシンボルの１つとして現地に現
存する日本最古の木造洋式灯台として。
国指定史跡になっている旧堺灯台に行っ
てきました！ よく灯台に来ると言うお
じいちゃんとお話をしてオススメの撮影
ポイントも教えてもらいました！

　2回生1人、3回生3人の男女4人組
で旅をしました！ ちなみにこの中の一
人が雨男で当日の天気はあいにく恵まれ
ず…。

　今回のメンバーはRUCのメンバー含
む選りすぐりのドライブ好きなメンバー
3人の合計6人で行きました。

　今回のメンバーは4人!!! 2回生2人と
3回生2人でOICの学生委員会の中でも
選りすぐりのカメラ好きが集まりまし
た！ 故に写真のセンスは抜群‼️

　ダーツの矢が当たった先は伏見区の深
草！ ちょっとした山の細道をドライブし
ていると大きな鳥居が。大岩神社と呼ば
れる神社だそうです。鳥居の奥は木が生
い茂っていてなんだか神秘的な雰囲気。

　長浜発祥のご当地グルメであるのっぺい
うどんをいただきました。のっぺいうどん
は長浜で明治時代から食べられているうど
んで、だし汁と土生姜で煮詰め、片栗粉や
葛粉でとろみをつけたあんをうどんにかけ
て食べます。同じく長浜で人気の鯖寿司と
一緒に美味しく召し上がりました！

　今回は大阪府で2番目の人口と面積を
誇る堺市に行ってきました！ 有名な仁
徳天皇陵古墳があり、千利休が生まれた
街としても有名です！ OICからは車で
1時間ほどで行ける場所です！ はじめ
は大仙公園に行ってきました！

　1本道を進んでいくと街を一望できる
高台に着きました。（左のメンバー紹介の
写真がその場所です。）雨男のせいで写真
は曇っていますが(笑)、おそらく晴れの
日にはいい景色を眺められるでしょう！

　食後のおやつには芋きんつばがぴった
り！ こちらも長浜の名物で、3種類の
さつまいも餡に餅米粉等のたれをつけ
て一つひとつ鉄板で焼き上げた和菓子
です！ 今回は安納芋のきんつばを食べ、
焼き芋より甘く感じました！

　大阪の都会の中とは思えないほどの自
然で、大きな芝生の広場や江戸時代のた
め池を改修して作られたどら池があり、
また少し時期的には早かったものの桜が
咲いており満開の時期には池の周りを埋
め尽くすほどになると言われています。

OIC

BKC

衣笠

メンバー紹介 散策time

　大岩神社で散策をした後、車
を走らせること約20分。私た
ちは伏見稲荷大社にやってきま
した！ 少し時間が余ったので
ちょっと寄り道を（笑） 名物の
千本鳥居には一同圧巻され、記
念に写真も撮ってきました♪ 
大岩神社と伏見稲荷大社、全く
雰囲気が異なる神社を巡ること
のできた旅でした！

　長浜駅から近くには黒壁スク
エアは黒漆喰の壁が印象的なオ
シャレなスポットです！ 歴史
的建造物を活かした風情ある街
並みが美しく、同じガラスでも、
国や地域によってデザインや発
色する鮮やかさなどが違うそう
です。太陽の光がガラス作品に
あたって輝いていてとても綺麗
でした！

　本日のベストショットは最
後に行った旧堺灯台で撮った
この写真です！ 出発した頃は
かなり曇っていて少し雨も降っ
ていましたが夕方になるにつれ
てだんだん晴れ、最後にベスト
ショットを撮ることができまし
た！ 背景をぼかして撮ったこ
の写真はかなりの匂わせショッ
トとなってます笑

本日の
ベストショット
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　立命館大学のみなさんは生協の組合員に所属しています！ その中の代表として、生協
の組合員として生協に対し直接意見を主張できる場、それが総代会!! いろんな要望を活
かして伝えることで、立命生の今後の生協を変えることが出来ます！

　昨年は食堂のコップを大きくして欲しいという要望に応えて、従来の黒いコップから大きな白いコッ
プが追加されました！ このように普段の大学生活で不便だな〜改善されて欲しいな〜と思ったことに
対し意見を言うことが出来るのです！

なにか生協への意見や要望があればひとことカードへ♪

総代(組合員)が生協へ直接
意見を言うことが出来る場！

総代会関連企画のご案内 !!

総代会とは!?総代会
に行こう!! 2020年度は６月27日

2020年度
６月27日

in衣笠

総代会ってなぁに？

こうした意見が大学
で反映されることも
あるよ！ ぜひ総代
会に参加しよう！

ショップの
手作り弁当

Lサイズ売って
欲しい！

食堂の
コップのサイズを

大きくして！
そばアレルギーに

対応して！

◆総代立候補期間：5/14（木）～ 5/22（金）
◆立候補届け出用紙提出先　
　  志学館地下 衣笠センター／リンクスクエア1F リンクショップ内 BKCセンター／
　  C棟１F OIC Shop内 OICセンター

◆総代報告会
　   　総代報告会は総代会で出た意見を各キャンパスに持ち帰り、今後反映できるか検討する場で

す。総代会に当日参加できなかった組合員もこの場で意見や要望を聞くことが出来ます。
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大学入学
以前
37.9％

染めた
ことがない
23％

1回生
春～夏
18.4％

1回生
秋～冬
12.6％

２回生春～夏
3.6％

２回生秋～冬
2.2％ ３回生以上

2.2％１位  大学入学以前

２位  染めたことがない

３位  １回生春〜夏

　１番多かったのがやはり定
番の茶髪系でした！ 男女問
わず人気で、初心者はまず染
めるとしたらこの色と言われ
るほどです！ 次に多かった
のが赤色系の髪色で、男子は
アクティブで男らしく、女子
はおしゃれな印象を出すこと
が出来ますよ〜笑

72件の回答

87件の回答

　およそ４割の学生が大学に
入学する前から髪を染め始め
ていたと回答しました！ 高
校を卒業した春休みに大学デ
ビューやイメチェンに向けて
髪色を変える人が一定数いる
ことが分かりました！また４
人に１人が髪を染めたことが
ないと答えました。黒髪が似
合う人は染めなくてもOKと
いうことですね！

（生協学生委員会調べ）

　そこで番外編ということで各キャンパスのお昼寝スポットを紹介します！
　どのキャンパスも共通して図書館と答える人が多かったですが、それ以外にもキャンパスごとにひとつは絶好のお昼寝ス
ポットがありまよね！ ここでは特に人気のあったお昼寝スポットをキャンパス別に紹介するので活用してみてください♪

　新学期と言えばイメチェンの時期！ 今回は、春
から立命生となった新入生のために、立命生の先輩
たちに「大学デビュー」に関するアンケートに答え
てもらいました。どんな髪色に染めようか、恋人は
できるのか、いろいろと不安な気持ちがある新入生
は特に必見です！ 大学生活で役立つ情報も併せて
紹介しているので是非目を通してみてくださいね！の立命生 ホンネ

3～5回
22.2％
6～9回
19.4％

10回以上
19.4％

染めた
ことがない
19.4％

2回
11.1％

1回
8.3％

教えて先輩たち！

OICBKC衣笠Q.何回染めたことある？

Q.大学に入ってから彼女（彼氏）できた？

１位  ３〜 5回

２位  6 〜 9回
　　 10回以上
　　 染めたことがない

番 外 編
Q.キャンパス内のお昼寝スポットといえば？

１位  できていない

２位  １回生の春〜夏

３位  １回生の秋〜冬

　誰もが一度は気になる質問
だと思います！ データを見
る限り残念ながら恋愛がうま
くいかない人もいるのも事実
ですが、入学してから数か月
で恋人ができることも！ 半
数以上は大学で一度は付き
合ったことがあると回答して
いるので是非頑張ってくださ
いね！

87件の回答

東側広場 セントラルアーク A棟５階

2回生秋～冬3.8％

大学入学以前
4.5%

できて
いない
40.2％

1回生
春～夏
20.7％

1回生
秋～冬
14.9％

２回生
春～夏
10.3％

３回生
以上
1.2％

大学入学から
いる4.4%

Q.髪色はいつ染めた？
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○

×
△

学生総合共済
　春ということで心機一転、新たなことに挑戦する人も多いのではないで
しょうか？ 不慣れなことをして怪我をする可能性も！ このページでは３
つの給付事例と、共済について詳しく紹介します！もしもの時に備え、共
済についての知識を身につけましょう！

新たなことをしたいと思
いDIYに挑戦！そんな矢
先の怪我でした。みなさ
んも新しいことを始める
のはいいですが、十分気
をつけましょう。

海外に行ってみたいとい
う人も多いのではないで
しょうか？ しかし慣れな
い地では何が起こるかわ
かりません！ 自己管理も
しっかりしましょう！

指の切り傷

胃腸炎

〈状況〉 DIY 中に誤って指を切ってし
まった。

〈状況〉  海外渡航中の食べ物や水、気候
などが原因と思われる。

入　院：なし 　通　院：18日
手　術：なし 　固定具：なし

入　院：５日 　通　院：なし
手　術：なし 　固定具：なし

36,000円

50,000円

共済金合計

共済金合計

靱帯・半月板損傷

〈状況〉   バスケのシュートの着地時に他
のプレイヤーの足を踏んで膝を
捻った。

手術したことでかなりの出
費になってしまいました。
しかし共済に加入していた
ので手厚い補償を受けるこ
とができました！ サーク
ル中のけがには十分注意し
て大学生活を楽しもう!!

入　院：17日 　通　院：40日
手　術：１回 　 固定具：なし

300,000円
共済金合計

申請方法 & 場所

1.大学生協の共済受付窓口に行く　　　

　各キャンパスの受付窓口は、

　です！

2. 病気や事故の内容・ご傷病名、 その他

の状況をおうかがいします

3. 大学生協から必要な書類を　

受け取ります

4. 必要な書類をそろえます

5. 大学生協に書類を提出します

6. 大学生協共済連で審査し、

共済金をお支払いします

衣笠センター 

OICセンター （ OIC shop内）

BKCセンター （ リンクショップ内）

衣笠

OIC

BKC
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図書館がとても綺麗で自習室もた
くさんあり驚きました（笑）大学は
高校に比べて時間に余裕があると
思います。その分自分でやりたい
ことをどんどん見つけて頑張って
いきたいです！

　12月19・20日に昨年末閉店したC-cubeで冬祭りを開催しました！
近江牛を使った芋煮汁や焼き鳥を販売したり、また餅つきの体験ブース
を開いたり、参加者は実際の臼と杵を使って餅つきを体験することが出
来ました！

近江牛を使った芋煮汁がとても美味しかったです。
餅つきも子供の時以来久々に体験できて、その難
しさを体感しました。C-cubeが無くなってしまう
のは正直寂しいです。ですが、最後に窓にメッセー
ジも書くことができ、いい思い出になりました！
また違う形で新しいお店が出来たら嬉しいです！

　12月10・11日の2日間にかけてROSSOで食生活相談会Style up project
という、大学生の食生活について考える企画が行われました！ 栄養士さんに
よる食生活相談、体組成の測定、アルコールパッチテストやお肌チェックなど
を通して皆さんの体を詳しく知ることができるブースが開かれました。自分の
食や体について気になる方は次の機会にもぜひ参加してほしいです！ 健康的
な生活を送るためにも身近な食についてしっかりと考えていきましょう!!

　地震をテーマにした防災クエスト企画で
は組合員に震災時に役立つ知識をより深め
てもらうため、ジャッキアップ体験や毛布
担架体験、実際にAEDデモ機を使った応急
救護体験などを行いました。

　キャンパス版入学準備説明会は新入生と保護者の方々に直接キャン
パスへ足を運んでいただき、生協や共済、学生生活などについて紹介
しました。またその後班に分かれて実際にキャンパス内を散策したり
食堂を利用したりするキャンパスツアーの時間を設けることで4月か
らの大学生活のイメージを持ってもらいました。新入生のみなさんの
不安が少しでも解消されていたらと思います○

これからの健康的な生活のためにとても参考になりまし
た！ いろいろな個別ブースを回った後にもらえた生協牛乳
はとてもおいしかったです（笑） 次あるときは、友人にも参
加をすすめてみます！

実際に体験してみるこ
とでAEDの使用方法
や身近なものが災害時
に役立つことを知るこ
とが出来ました！

キャンパスツアーを通して実際に
学校内を見て回ったり先輩と直接
お話ししたりすることで学校生活
のイメージが湧いてきました！ 説
明会の説明もわかりやすくてよ
かったです。

食生活相談会 −Style up project− キャンパス版入学準備説明会

＼ 新 入 生 の 声 ／

防災クエスト

衣笠 3キャンパス共通企画

OIC

冬祭り

組 合 員 企 画
　このページでは12 ～ 3月にかけて行われた組合員企画の一部を
紹介していきます！ 参加者の方にもインタビューに答えていただき
ました！ みなさんありがとうございます○ またこの春衣笠キャン
パスにリニューアルオープンしたベーカリーカフェ ROSSOについ
ての情報もあるのでチェックしてみてくださいね！ 

BKC

　ROSSOが4月から、ベーカリー
カフェ ROSSO としてリニューア
ルオープンしました！ 人気商品で
あったクレープやソフトクリームに
加え、菓子パン・お惣菜パンやドー
ナツなど18種類ものパンを販売し
ます。また営業時間が平日は10時
から17時になるので、以前よりも
早く利用することができますよ♪ 
利用者の増加や諒友館食堂の混雑緩
和促進などにつなげることを目指し
ています。さらにSDGsということで、プラスチックはなるべく使わないようにするそうで
す。学生にも環境にも優しいカフェテリアですよね！ みなさんも是非ご利用ください○ お
待ちしています！ ※営業時間は変更になることがあります。HP等でご確認ください。

ROSSOリニューアルオープン！お 知 ら せ

＼ こんなのやったよ！ ／
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私もひとこと
今月の

　ひとことカードは、立命館生協の組合員のみなさんの「あれを置いてほしいな～」や「これ欲しいな～」などの意見
や要望を叶えるために生まれたカードです。あなたの要望が実現するチャンスです！ 気軽に利用してみてください！ 
カードは各キャンパスのショップや食堂に置いてあります！

　こちらのひとことカードは、「統一

補講日にもミールシステムを適用し

てほしい」という要望に職員の方がお

応えしています。このように、組合員

の意見や要望に職員の人が応えてく

ださるので気軽に意見が言えます！

　４回生は本格的に就活が始まりま

す。その際、エントリーシートや履歴

書を提出するのに就活用の封筒がキャ

ンパス内で販売されていれば便利です

よね！ このように大学にあったら便

利なものも要望することもできます！

　相当ミルクティーに思い入れがあるよう

ですね（笑）全てのミルクティーを並べるの

は流石に難しいようです。このようなユ

ニークな質問でも生協職員の方が丁寧にお

答えします。もしかしたらあなたの意見が

生協の運営に取り入れられるかも…？

利用の仕方 場　　所

ひとことカードが置いてあるところから
カードを取る

要望などを記入し、カード置
き場付近にある箱に投函する

お店からの返事が掲示されて
いることを確認する

BKC
★ユニオンショップ前
★リンクショップ入口
★各食堂内

O I C ★OICカフェテリア

★至徳館購買部内
★ふらっと内
★各食堂内

衣 笠

B K C O I C衣 笠

1

2

3

コメント コメントコメント

3月上旬、2019年9月にAPUを卒業し、4月に日本の

企業に就職するまで、母国インドネシアでSchoolアシスタ

ントをしている卒業生を訪ねました。

インドネシアは、APUに学ぶ学生の出身国・地域の中で、

韓国に次いで2番目に学生が多く、410名が在籍していま

す（2019年11月1日現在）。

今回訪問した南スラウェシ州（スラウェシ島）の州都、マ

カッサルはインドネシア7番目の港湾都市で、シーフードは

インドネシアで一番美味しいと言われている街です。

市内の道路はとにかく大混雑で、大阪や福岡顔負けの「入っ

たもの勝ち」。40年～ 50年前の日本を見ているようで、そ

の分、これからの発展が感じられる賑わいでした。

今 回 の 目 的 で も あ る

APU卒業生のご親族の結

婚式に参加させていただき

ましたが、とても賑やかで

盛大（披露宴は千名以上）で

なんと4日間も続く素敵な

結婚式でした。

2019年度　第７回理事会

2019年12月18日（水）18時30分〜 20時10分  
出席理事21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。
・�全国大学生協連・共済連の各総会について代議員から内容が
報告された。

»主な審議事項
・�2020年度の方針・予算について継続審議となった。
・以下の5点が審議の結果議決された。
　�「京滋奈地区食堂店舗のライス分量と価格見直し」「シーキュー
ブ建物贈与計画締結」「諒友館Café�Rosso投資計画」「組合員
カード再発行手数料一部見直し」「今後の研修・会議予定」

2019年度　第８回理事会

2020年１月30日（木）18時35分〜 20時06分  
出席理事20名　出席監事６名

»主な報告事項
・�学生委員会活動や共済給付状況、決算や新学期状況について
報告された。

・�全学協議会確認文書の締結や読書マラソンコメント大賞の表
彰式の実施について報告された。

・�公認会計士の訪問監査のほか、監事会によるOIC実査の内
容が報告された。

»主な承認事項
・�新規採用職員の配属、および職員の移籍・受け入れについて承認した。

»主な審議事項
・�2020年度予算・方針について継続・審議となった。
・総代会日程を議決した。
・�職員採用およびBKC出納のバンクマシン入れ替えについて
審議のうえ議決した。

2019年度　第９回理事会

2020年３月18日（水）18時30分〜 19時55分  
出席理事18名　出席監事４名

»主な報告事項
・�学学生委員会活動や2019年度決算、また新学期状況につい
て報告された。

・�衣笠諒友館CafeRossoのリニューアルオープンの準備状況、
BKCユニオン改装議論状況について報告された。

»主な審議事項
・�2020年度予算・方針について継続・審議となった。
・�総代会の開催日程について審議し、当初予定を遅らせ６月
27日（土）とした。

・�図書カード利用の場合の書籍割引率の変更について審議、議決した。
・次期理事会体制について審議をおこなった。

今回は特別リポート！ 生協の職員が卒業生を訪ねて、インドネシアに行ってきましたよ。

APU　CO-OP報告

理 事 会 報 告

あ～る　  ゆ～　  し～
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The 99 Domes Mosque/最近出来たそう
で、本当に99の塔があるんですって！

1918


