
自動車無料点検会
　プロの整備士さんによる自転車の無料点検会を開催しま
す。自転車の日常点検の重要性や、キャンパス周辺の事故
要注意箇所を一緒にチェックして、今までの通学を振り
返って、より安全に通学しましょう!!

ヘルススポーツプロモーション
　大学生になると、自ら運動しなければすぐに運動不足に
なってしまいます。そこで、学生の日常的な運動を促進し、
ストレッチが体験できます！ みんなで楽しみながら運動
しましょう！ Zoomで開催するので、気軽に参加してみ
てください！

健康チェック
　大学が始まり、課題などで忙しい学生自身が自分の健康
状態について理解しようという企画です。栄養士の方に来
ていただいて、食生活について一緒にチェックしたり、歯
の健康について考えたりします。Zoomでの開催となる
ので、新しい企画もあるかも…!!

活動予告 新入生も
参加してね！

1回生の方へ！私たちは、生協学生委員会です！私たちは生協組合員のより良いキャンパスライフのために活動していま
す！　RUCを見て、興味を持ってくださった方はぜひ、下の2次元バーコードにアクセスしてお知らせを受け取っちゃおう!!

BKC

衣笠・BKC・OIC共通

生協学生委員会の仲間を募集中!!

衣 笠 BKC
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　アカペラは対面で行うのが当たり前でした。対面で4～ 6人が集まって
それぞれ違う音を出し、ハーモニーを奏でるのが一般的ですが、それがで
きませんでした。そこで、個人の家で撮影した音を組み合わせた「リモート
アカペラ」を行いました。また、サークル内で映像班や写真班、音響班など
の役割もあるので、年に2回行うサークルライブもひとつの映像作品を作り、
Twitter・Instagramなどで宣伝した上で、YouTube配信をしました。対
面活動が制限されている中で、「コロナ禍でも活動できる!!」ということを
他の大学のサークル仲間やOB・OGに見せるために映像作品を作っていま
した。めちゃくちゃ良い作品なので、気になったら見てもらえるととても
嬉しいです。

  コロナ禍での活動について 
 教えてください。

DEEPDEEP立命館
ディープな人

の
理工学部３回生
H.Iさん

Song-genics

　私たちアカペラサークル Song-genicsは主にBKCの学生100～150人程で構成され、社会人や他大学の学生も参加するインカレサー
クルです。他大学の学生に見てもらうようなサークルライブや、4月には新歓ライブ、12月には学園祭でライブをしたり、キャンパ
ス内でストリートライブを行ったりしています。2020年度は新型コロナの影響もあり対面での活動は自粛していましたが、リモート
アカペラの映像作品をSNSに投稿していました。

 サークルの概要、活動内容について教えてください。

　練習に時間を費やすほど、結果が後からついてくること。すぐに
結果に繋がらなかったとしても、1年、2年と時を重ねていった中で
実力がつくのが分かりますし、学園祭など短期間でも頑張れば、自
分の姿をサークルの仲間や家族、友人が見てくれて、演奏していて
とても気持ちが良いです。それが次第に達成感というものに変わっ
ていきます。初めてたくさんのお客さんの前で演奏したときは、本
当に緊張したのですが、演奏の中でコール＆レスポンスをしたとき
のステージからの景色は本当に最高でした。今でも鮮明に覚えてい
ます。個人の努力の差はあると思いますが、お客さんや周りでそ
の努力を見てくれている人がいます。サークルでは様々な役割が
あるので、人それぞれのやりがいを見つけられると思います。

　「ハモネプ」は大学のアカペラ界で有名なバンドが集まる大会だったので、その方々
と対等に競り合えるようにという気持ちでした。もともと自分はアカペラがうまい方
でもなかったし、バンド内でも一番経験が浅かったので、アカペラの技術の面では不
安であまり自信がなかったです。様々なリモートアカペラなどの企画や、繊細な練習
を積んでいった結果、「ハモネプ」に出場することができたので、本当に自信がつきま
した。この一年間はSNSでの宣伝活動やバンドのブランディングなど、自分のできる
ことでバンドに貢献できるように意識していました。「ハモネプ」に出場させてもらっ
たことで、少なくとも自分がやってきたことは無駄じゃなかったのだなあと感じまし
たし、自信になりました。

 アカペラのやりがいとは何ですか？

　全国大会に出てみたい、軽くアカペラをやってみたいなど、きっかけや目標は人それぞれだと思います。ただ演奏するだけではなく、
音響、映像、写真など様々な役割や楽しみ方があるんです。1回やってみてしんどかったら、先輩に相談してみると良いと思います。
僕みたいに同期のような先輩がたくさんいて、相談に乗ってくれます（笑）。サークルの人数も多いのでたまに人間関係に悩むこともあ
るけど、せっかくの大学生活なので、やってみたいという人は1回入ってみてほしいなあと思いますね。歌が下手だから心配という人
も練習すればうまくなるし、何ならアカペラのバンド内でもパーカッションといって歌わないパートとかもありますからね（笑）。選択
肢も幅広く、楽しいので気になったらぜひ1回入ってみてほしいです。

 アカペラを始めたい、興味のある人に一言どうぞ!!

　正直に言うと、最初は友達が入るからという理由でサークルに
入りました。中高でピアノを習っていたし、もともと音楽が好き
だったので音楽系のサークルに入りたいと思っていました。でも、
楽器は結構苦手だったのかなって思います。ピアノなどの楽器は
和音を弾いてもほとんどいつも同じ音しか出ないけど、アカペラ
はひとりひとりの違う声でハーモニーを奏でていくので様々な要
因で音が変わり、突き詰めるほど難しくなっていくという所に魅
力を感じました。

 Hさんがアカペラを始めたきっかけを教えてください。

 この一年間と「ハモネプ」を振り返ってどうですか？

　今号の「立命館のディープな人」はアカ
ペラサークル　Song-genicsのH.Iさんで
す！Hさんは、Song-genics のバンド「スッ
トコ侍。」のメンバーとして「青春アカペラ
甲子園！全国ハモネプリーグ 大学日本一決
定戦」に出場されました。今回は全国大会
に出場された後の心境やアカペラの魅力に
ついて話していただきました。

　2回生で全国大会に出場したという肩書きがあるので、来年・再来年
と出続けたいですし、そういった機会に恵まれるように努力したいです。
また、コロナウイルスの影響で新入部員が少なく、厳しい状況ではあ
りますが、今後のサークル活動のことを下の代に引き継ぐ準備をして
いきたいとも思っています。とりあえずあと二年は、サークルのみんな
を引っ張っていけるような存在になれるようにアカペラを頑張ります。

 今後の目標はありますか？

写真提供：Song-genics HさんHさん、ありがとうございました!!
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よってって～！
空きコマを有効活用しよう！

キャンパスライフ
少しでも有効活用
したい！

もっと大学周辺
のこと知りたい！

2回生だけど
大学のことよく
わからない…。

おいしいお店
知りたい！

コープンくん

ユニオンスクエアは2階建ての建物で食堂がある施設
です。1階は主に食堂やコンビニなど、いつでも人が多
いというイメージを持っているかもしれませんが、2階
はクインススタジアムや遠くに山を望むスポットがあ
ります！ おすすめは時々景色を見ながら、課題をする
ことです。

キャンパスプロムナード、またの名をガンダムロード
というこの大きい通りは、たくさんの木や植物が植え
られるとともに、イスやテーブルが設置され、BKCの
人々の憩いの場に生まれ変わりつつあります。自然豊
かなBKCで過ごす時間は、キャンパスライフも豊かに
してくれること間違いなしです!!

ユニオンスクエア 2階

キャンパスプロムナード

のB K CBKC OIC
衣笠 の ココ

よってって～！
ココ

Let's
Go!

　今回の特集は自分のキャンパスにもっと興味を持ってもらうために衣笠、BKC、 
OICそれぞれのキャンパスの取材班が他のキャンパスに取材に行き、足を運んで
その目その口で味わってまいりました!! それぞれのキャンパスに「ここにしかない」
味があり、とっても美味しいけどあまり公開したくない…!! でもでもせっかく新入
生が入学してきて、それぞれの新天地を気に入ってほしい…!! との思いから、情
報を大放出していっちゃいます!! ここで紹介したお店、自分の足で散策してお気
に入りのお店を見つけるなど、まだまだ開拓していきましょう!!

取材に行ってきました!!
チーズケーキが刺さっているインパクトとクマの
クッキーが乗った可愛さ、インスタ映え間違いな
し！ たくさんのフルーツとスイーツが隠れた飽き
の来ない味わいです!!

アラベスクパフ
ェ

ランチセットの「挽肉の赤ワイン煮」！ 実はその見
た目以上にボリューミーなキッシュであり、意外
とお腹が膨れるのです。外と内とで違う食感が楽
しめます!!

キッシュランチ
プレート

BKCに来たんやったら

アラベスク舎オススメのお店
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ガネーシャイチオシ人気No.1のバターチキン
カレー‼ スパイスが効いていて濃厚かつ具材
がゴロゴロ入って食べ応え抜群でナンとの相性
もバッチリです!!

ご利益は生活安泰、生産力など総合運・全体運・
諸願成就の平野神社です！ ここでは参詣に加
え、桜の名所にもなっていて、桜を見ようと立
ち寄る方も数多くいらっしゃいます。

東側広場は、お昼寝したり、休憩したりするのに最高の場所になってい
ます。左の写真は、できた亭という諒友館食堂の隣にあるお弁当屋さ
ん。お弁当の種類は豊富で満足できますよ!東側広場の大きな芝生
で食べるお弁当もまた格別です♪ 芝生は冬になるとイルミネーショ
ンが設置されて、お洒落な雰囲気が漂うスポットに変化をしますよ!

キャンパスの5階にある畳の座敷スポットです!!
近くにはゆったりできる背もたれ付きの椅子も
あるのでのんびり寝て過ごすのも良し、友達と
課題をして過ごすのも良し。日本人が心安らぐ
幸せ空間です。オンライン授業もリラックスし
て受けられそうですね。

麺は太く、野菜やチャーシューがとてもボリューミーで満足で
きる一品。野菜やアブラ、カラメと呼ばれるタレなどの量も自
由自在！ 自分好みの味を見つけましょう!!

こちらは2019年に新設されたばかりの分林記
念館です！ お昼にはお弁当も販売しているので
解放感抜群なロケーションで優雅なひと時を!! 
ハンモックも備え付けられていてお昼寝スペー
スとしても他に負けない居心地の良さがありま
す!!

チョコソースとバニラアイスが熱々ふわふわのチーズスフレと
の相性が抜群！ 見た目はシンプル、かえって繊細な味が引き立
ち最高です!!

図書館は見た目がパルテノン神殿に似ています。学生間ではパル
テノン神殿で通じます。今年で五周年を迎えます！ 多くの書籍
が所蔵されているのでさまざまなことが学べます。レポートや研
究に打ち込むことができ、勉強するのに最適な環境です。是非行っ
てみてはいかがでしょう！

の衣 笠
よってって～！
ココ

オススメの周辺スポット
をご紹介！

空きコマスポット！

のO I C
よってって～！
ココ

空きコマを有効活用しよう！

バターチキンカ
レー

平野神社

衣笠に来たんやったら

ラーメン 並

A棟 5階

分林記念館

東側広場

平井嘉一郎記念図書館

OICに来たんやったら

チョコスフレド
リンクセット

オススメのお店

ガネーシャ

ラーメン荘 地球規模で考えろ～未来へ～

Peach Tree Cafe
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総代会って何？?

総代会へ
GO

総代会総代会総代会総代会総代会総代会総代会総代会へへへへ総代会へ総代会総代会へ総代会総代会へ総代会総代会へ総代会
GOGOGOGO

総代会へ
GO

総代会×食マネジメント学部

当日のスケジュール

総代会とは立命館生協の組合員の代表、つまり『総
代』が生協に直接意見を発言できる場のことを言
います。またその要望を発言することで前年度の
運営を振り返ったり、次年度の運営方針を決めた
りする場でもあります！ 組合員に寄り添った生協
を作り上げるのに大切な会議なんです！ この総代
会は通常、年に一度しか開催されない会議です。

　2020年4月初旬のオリエンテーション期間にパソコンのセッ
トアップ講習を行い、756名の新入生をサポートしました。また、
生協主催のパソコンスキル講座はオンラインで開催し、720名
の新入生が受講。先輩学生リーダーが継続的にサポートを行い
大好評でした。

　2020年5月の緊急事態宣言期間中に学生生活アンケートを
実施し、アンケート結果をもとに秋セメスターは「食生活支援」や「就
活応援」の取り組みを行いました。生協で紹介したオファー型の
就活逆求人サイトには22年卒学生が約1000名登録しています。

　2021年度の新入生保護者には「住まいさがし」「入学準備説明
会」をオンラインで行える環境を整え対応しました。
多くの在校生と生協職員が新入生を迎えるために協同して実施
しました。

　食堂では「食堂利用6つのルール」を定めて店頭での告知など
感染予防対策を行い、安心して利用できる食環境を整えました。

2020 年度の状況について
　皆さんもご存じの通り、新型コロナウイルスにより大きく社
会は変わりました…。もちろん、大学そして生協の活動にも
影響が。対面授業は秋セメスターから開始に、オンライン授
業の常態化も余儀なくされました。そして感染症対策のため
のキャンパス整備も行うことに。対面授業が無くなったことに
より、購買や食堂の利用者が減少し生協は経営危機にもさら
されてしまいました。

2021年度の重点課題について
＊昨年10月に調査した学生生活実態調査では、コロナ禍での
キャンパス環境の変化が影響し、現2回生（2020年度の1回生）
の学生生活の充実度が上回生に比べ低いことや、サークル加入
率の低下が見受けられました。
　生協の場づくりや取り組みを通じて現2回生はもちろん、組
合員のみなさんがつながりを実感できるキャンパスライフを目
指したいと思います。

＊また、WEBを活用した学びに変化してきている学生の多様
な学びと成長を応援し、引き続き就活応援も行っていきます。

主な2020年度の活動を報告します！

第1号
議 案

第2号
議 案

１  開会

2  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言います）
3  第二号議案
　　 （今年度の活動報告と決算報告
の承認の議案のことを言います）

4  討議

5  決議、採決

6  役員選挙

レジ袋や、メニューに関してな
ど、今後の生協店舗利用に大
きな影響を与えるぷん。
みんなの積極的な参加で、生
協をより良くして欲しいぷん！

食マネ自治会とGIがコラボしてコープクラブ会議を開催!!
　コープクラブとは生協の運営参加の方法の一つで、食堂や生
協店舗で販売される新メニューやフェアの考案、既に販売され
ているものの中で商品をおすすめしたりするものです。
　食マネ自治会の方針である「学部生の活躍する場を設ける」と
生協学生委員会の方針である「組合員より良い大学生活に貢献
する」という思いが合致し、今回の企画が行われました。

 企画の流れ
① 12月に食マネジメント学部の学生から食堂で販売されるメ
ニュー案を募集

②1月上旬にコープクラブ会議を行い、１次・２次審査
③ 選ばれた3品を5月中旬にBKCのユニオンカフェテリアにて販売

 入賞者に突撃インタビュー !!
　 もやしクッパ考案者のジャン・ユジョンさんは、「本当に嬉
しいです！このもやしクッパは、材料費が安く、とっても美味

しいので是非食べてください！ 」と言っていました。
　もやしクッパ以外にも麻辣湯が選ばれました！ 3品とも5月
24日～ 28日の間ユニオンカフェ
テリアにて販売されます！ コー
プクラブ会員になって、一緒に新
メニューやフェアの考案をしませ
んか？ 詳しくは生協学生委員の
Twitterをご覧ください！

こんな形で運営に
参加する方法もあるよ!!

販売予定のもやしクッパ（左）
と麻辣湯（右）

左の写真は 4 月中
旬に行われた試食
会の様子です！
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はい
42％

58％
いいえ

　春といえば、出会いの季節。そして、花
粉症の季節ですね!! そこで今回は立命館大
学生約70人にアンケートを取って春に関す
る様々な質問に答えてもらいました。また、
2021年度がはじまったということで、2021
年に挑戦したいことも聞いてみました！の立命生 ホンネ新生活が

スタート
!!

その他の回答!!

新生活が始まる春 とてもツライ！花粉の春
　 イメチェンしたい部分は？（複数回答可）

　1位は体型という結果になりまし
た！自粛期間中に太ってしまった体
型を元に戻したいという人がやはり
多いのでしょうか。また、服装とい
う人も50％を超えました。おしゃ
れな春服に身を包んで気分を明るく
変えてみたいですね♪

　 第一印象、どこを見る？（複数回答可）

　第一印象を決めるときは顔のパー
ツを見るという人が圧倒的多数で
した!!他にも服装という人も一定数
いるので、男女問わず、自分に合う
ファッションやメイクを勉強するな
ど、できることから工夫するように
すると良いですね。

2021年に

やりたいこと

挑戦したいこと

　花粉症対策として、市販の抗ヒスタミン薬を
買って飲む人が多いようでした。空気清浄機が
とても役に立ったという情報もありました。通
院して花粉症を完治させたり、身の回りに売っ
ているもので対策をしたりする人もいました。
下宿生の中には近畿地方が花粉のピーク時に、
実家に避難して乗り切った人もいたようです。

　やはり、まとまった時間をとれる大学生のうち
に、様々な所に行っておきたいですよね。だから
こそ、2021年は少し状況が改善して、旅行に行
けるようになってほしいと願っている人が多いで
す。また、勉強して資格を取得したい、就職に向
けて頑張りたいという人もいます。みんなそれぞ
れの目標に向かって頑張りたいという人が多いと
いう印象でした。

旅行 ･･････････････････････20.8％
資格取得 ･････････････18.9％
部活 ・サークル ･･･9.4％
就活 ･････････････････････････9.4％

１位　体 型  ････････67.2％
２位　服 装  ････････50.7％
３位　髪 色  ････････32.8％

１位　顔のパーツ ･･･66.2％
２位　表 情  ･･･････････27.9％
３位　服 装  ･･･････････22.1％

　花粉症の人は42％でした。花粉症をまだ発症していない
人もこの先発症する可能性はあるので、気をつけましょう。

●薬（アレ○オン、アレ○ラ、点鼻薬）
●通院での舌下免疫療法
●緑茶、ヨーグルト

Q.花粉症ですか？

（筋トレ・ダイエット等）

●キャンパスライフ 

●人の役に立ちたい 

●キャンプに行くこと 

●留学

昨年はオンライン授業が多かった
ですが、今年こそ楽しみましょう！

素晴らしいですよね。 
見習いましょう。

楽しそうですね！ 
夜は満天の星空を眺めたいですね。

今は難しい状況ですが、早く留学でき
る世の中になってほしいと思います。

花粉症の人へ応援メッセージ
●花粉に負けるな！頑張れー！
●ガンバ大阪！
●一緒に乗り越えましょう！

実際、花粉症の人って
どのくらいいるの？

花粉症に効くのは？
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組 合 員 企 画
＼ こん

なのやったよ！ ／

　通常ではランチボックスを考案して販売をしてます
が、コロナウイルスの影響でお弁当の需要が少なく、食
堂を盛り上げるために食堂メニューを実施しました！
Twitter で食べたいメニューを投票して投票数が多かっ
た商品が実際に商品化されました！

　組合員に安心して自転車を使って
もらうために、無料自転車点検会を
実施しています。他にも、交通安全
に関するクイズや、学校付近の事故
に遭いやすい場所を紹介しました。

下宿生交流会

BKC

　新型コロナウイルスに関する情報発信をしていました！ 組
合員に少しでもコロナウイルスの知識をつけてもらえたら嬉
しいと思います！

BKCもこれから活動していくよ!!!
裏表紙の活動予告を見てください!!

　組合員のより良い食生活のために活動しています。今年は、必要な栄養素、
家に置いておくと良い食材、調味料、簡単レシピ、大学付近にあるスーパー
などを紹介しました。

Twitter企画

Food Innovation Support

ウェルカムキャンパスフェスタ

入学準備説明会

衣笠 自転車点検 OIC 食堂メニュー企画

３キャンパス共通企画

　昨年11月～ 3月の土日に新1回生とその保護者を対
象にした3キャンパス合同の入学準備説明会を開きまし
た。今回はZoomを用いた初のオンライン説明会とな
りました。そのお陰で、全国各地から説明会を視聴でき
るようになりました。
　慣れないオンライン開催ということで、例年の常識が
通用せず準備には大変苦労しましたが、大きなトラブル
もなく無事に終了を迎えました！また、3キャンパス合
同で創り上げたことでキャンパス間の結束力がより強い
ものになりました！

　ウェルカムキャンパスフェスタは例年では対面で行いますが今年はオンラインで行いました。オンラインならではのゲー
ムをしたり、開催時間を短くしたりと新しい試みでしたがたくさんの新入生に参加してもらい、新入生の初々しい顔が見
れてGIもとても嬉しかったです。

　3月24日と31日、下宿生交流会を行いました。コロ
ナウイルスの影響で、今年はオンラインでの開催となり
ましたが、100人近くの方々が参加してくださいました。
下宿生活・ミールシステムに関するパワーポイントやフ
リートークの時間を通して、
新入生の悩み・不安の解消に
努めました。本企画は多くの
方に満足していただき、本企
画で知り合った人同士で友達
なったという方々もいらっ
しゃいました。
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病気
370件

交通事故
126件
交通事故
126件

日常生活中の
事故 101件
日常生活中の
事故 101件

スポーツ
事故 506件
スポーツ
事故 506件

後遺障がい
１件
後遺障がい
１件

こころの
早期対応
保障 54件

本人死亡 ８件 父母死亡見舞金 30件
扶養者病気死亡・
その他死亡 13件

※発生件数

共済給付報告

なにかあったら各キャンパスの
組合員センターで相談しよう！

入院14日　給付金額 140,000円
  給付を受けた学生のコメント  　
コロナ禍でアルバイトもできず、カツカツの生活の中、入
院することになりました。多額の入院費だったため、共済
に入っていてよかったと思いました。本当に助かりました。

➡ コロナの影響で生活が苦しい学生が多い中、少しでもお役に
立ててよかったです！

スーパーに買い物に行く際に交差点で
自転車どうしでぶつかり転倒した。
全身打撲、中指骨折／入院12日　手術２回　
通院35日　特定傷害固定具１回　給付金額 310,000円
  給付を受けた学生のコメント  　
一人暮らしなので買い物やアルバイト、通院すべて大変で
した。忙しいと思いますが普段から時間に余裕を持って行
動することが大切です。
➡ 自粛期間中でもスーパーへの買い出しは必要ですよね。いつ
もの道でも思わぬ事故にあうこともあるので要注意！

自転車での事故 肺  炎

衣笠センター
（志学館地下）

BKCセンター
（リンクショップ内）

OICセンター
（OICショップ内）

※営業時間は立命館生協ＨＰでご確認ください

075-463-8280
077-561-3918
072-645-4103

立命館生の共済給付（2020年４月～2021年３月）

給付の割合

2020年4月～2021年3月の1年間でのべ1,644件
約1億1,195万円の共済金を給付しました

給付事例！

　今回は2020年度の共済給付報告をさせていただきます。2020年４月
～ 2021年３月の１年間でのべ1,644件、約１億1,195万円の給付を行
いました。前年度はコロナ流行の影響で外出の機会が減りましたが、だか
らといって大学生の病気やケガの給付が減っている訳ではなくそのシチュ
エーションが変わったという現状です。
　今年もコロナの影響はまだまだありますが、せっかくの大学生活！十分
な対策をしつつ楽しんでください！学生総合共済は、もしものときのおま
もり、困ったときに大学生どうしがたすけあう制度です!!

2020年度の給付事例の具体例を紹介していきます！！
ここから紹介する事例は決してみなさんにとっても遠い
ものではないのでどのような事例が対象なのかぜひぜひ
チェックしておいてくださいね！

2020まとめ

家の中で模様替えをしていて家具が足に
落ちた。
右足打撲／通院１日　給付金額 2,000円
  給付を受けた学生のコメント  　
ケガのせいで駅まで自転車に乗れずプラスで交通費など病
院代以外にもいろいろお金がかかりました。共済金がもら
えてよかったです。
➡ ケガをすると治療費以外にも出費があって地味に痛いですよね。
生命共済はケガの通院１日目から給付があるので大学生の味
方です。

日常生活中の事故

APU-ショップでは、4月から、電子マネーによる「組合

員セルフ決済レジ」を導入し、組合員の皆さんにご協力いた

だいています。

ともなって、教科書・書籍は、今までの、組合員割引制度

から、ポイント還元制度に変更させていただきました。ご利

用金額の10%分が、自動的にポイント還元され、500ポイ

ント貯まると、500円分の電子マネーがオートチャージさ

れるしくみとなって

います。

感染拡大防止との

関係もあり、また、時

代に合わせた電子化・

効率化のためにも、組

合員の皆さんが、ス

ムーズに、お得にご利

用いただけるように、

利用状況を確認しな

がら、今後の改善に努

めてまいります。

理 事 会 報 告

あ～る　  ゆ～　  し～

No.235
（非売品）2021年５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

・  教職員組合員向け広報の発行（第2回理事会） →上半期の経営到
達・利用結集・増資のお願いなど（第2回理事会）
・  学校法人への要請について（第3回理事会）
・  京都府生協連シンポジウムでの報告（第4回理事会）
・  「食支援クラウドファンディング」の取り組みについて（第4
回理事会）→募金を基にした学生対象の内製弁当半額提供の
取り組み

・  2021年度新学期事業の状況について（第5回理事会以降　随時）
・  2021年度の店舗営業計画について（第6回理事会）

»主な報告・取り組み

※500ポイント貯まると500円分電子マネーがオートチャージされます。

電子マネー

10％分ポイント　
還 元

現金 /カード

割引なし
ポイント還元無し

図書カード

5％OFF
ポイント無し

APU　CO-OP報告

»主な審議・決議事項
・  秋セメスターの基本方針と営業時間（第2回理事会）
・  地域生協転籍と希望退職の募集案件（第3回理事会）
・  事業連合への増資決定の件（第5回理事会）
・  2021年度営業時間について（第6回理事会）
・  食堂メニュー（カレー・どんぶり、麺類）価格改定について（第6
回理事会）
・  総代会について（第7回理事会）

　前回のRUCNo．234（2020年10月15日発行）でご報告した以降の2020年度・理事会開催状況と主な議決事項
をご報告します。
　2020年度理事会は、新型コロナの影響で総代会開催が遅れたことから、実際の理事会開催は第2回・9月から、
Zoomでの開催が基本となりました。月次での開催を基本に、2021年4月末までに計8回の理事会を開催、いずれ
も流会することなく実施しました。

教科書・書籍は
電子マネー利用が、
お得 です。
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