活動報告
衣笠

BKC

自転車点検会

６月20、21日

以学館前で春の自転車無料点検会(通称

ドリプロ祭り2022春

5月17、18日

学生同士の交流の場の提供とドリームク

チャリ点)を実施しました。例年大好評の企画のため、今回は

ロスカフェ、プログレッソの紹介をさせていただきました！

なんと2日間連続開催！ 整備士さんに点検を行っていただく

射的、輪投げ、ブラックボックスゲームの3種類のゲームを用

のはもちろん、参加者には自転車

意してたくさんの人に楽

チェックリスト付きのクリアファイ

しんでもらえました。景

ルをプレゼント、交通安全クイズの

品にはプログレッソのパ

実施など、みなさんが安全な自転

ンもありましたよ～

車通学をできるようサポートしまし

リームクロスカフェ、プ

た。今回参加できなかった方は、ぜ

ログレッソをぜひ利用し

ひ秋のチャリ点にご参加ください！

てください！
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URL https://www.ritsco-op.jp/
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ド

活動予告
OIC
7月6日

防災企画

今回は、地震をテーマに、組合員向けの防災企画

夏祭り企画
7月7、8日

組合 員のみなさんに

を実施します！ 地震シミュレーションクイズや地震VR体験、

もっと総代会について知ってもらうため

災害体験者からのお話など充実したブースを予定しています！

に、OIC cafeteriaにて様々な屋台を出

興味のある方、地震災害への知識を身につけたい方は奮ってご

店し、夏祭りを行います！ 屋台以外にも総代会に関するクイズや

参加ください！

アンケートを実施する予定です！ みなさん是非ご参加ください!!

編集者さん
からのコメント

1 年間で特に印象に残っているのは今回の和歌山
世界遺産巡りかな～。あと前号の OIC ドライブ
も楽しかったですね～。どれくらいの人に読んで
もらえたのか分かりませんが、たった一人でも面

NT

白いと思ってくれていたらそれが宝物です！
RUC を読んで頂きありがとうございます。私た
ちが RUC 局員になってから、コロナの関係で取

１年間、計４回RUCを作成し発行しましたが、み

材の機会が制限されました。しかし、読者が楽し

んなで案を考え、面白い案が出た時はそれがどの

める RUC を届けたいという思いから、局員の想

ような記事になるか想像したり、完成したRUC

MR

YS

像力を活かして様々なコンテンツを生み出すこと

の感想を聞いている時はとても楽しかったです！

に成功しました。私たちは今号をもって編集に携

これからもRUCをよろしくお願いします!!

わることを退きますが、今後も組合員に寄り添っ
た内容を発行していきます。

NM

20

オンラインだったり対面だったりと振り回された

一年間 RUC にお付き合いいただきありがとうご

1 年間でしたが、なんだかんだ最後まで走り切れ

ざいました。私が一番楽しかったのは、恋愛成就

てよかったなと感じています。特に初めて取材に

を祈願して神社巡りの企画をしたことです。未だ

参加した「せっかくグルメ」のコーナーは自分の
中で印象に残っています！

WR

に成就していませんがとても楽しかったです！本
当にありがとうございました。

RUC 世界遺産めぐりin 関西
立命生の本音
第 96 回通常総代会
立命生大喜利グランプリ
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No.

DEEP

clown
学生団体

立命館
の

ディープな人
1

clownって
どんな団体？

2

clownに入った
きっかけ

「ツリーハウスからつながる人の輪」
を

イン学科には学

主に立命館大学建築都市デザイン学科の

生団体が２つあ

学生で構成され、夏や春の合宿でツリー

り、どちらかも

ハウスを制作する活動を行っています。

しくは両方に所

創

設：2014年、今年8代目！

人

（主に建築学生、環
数：210名程度
境都市工の学生も数名在籍！）

年会費：2,500円
（これと企業からの
協賛金等を活用して活動しています）

3

活動内容

ツリーハウスができるまで

今年のコンセプトは
「春疾風」
辞書で調べたところ「砂塵を巻きあげて吹

◆どうやってツリーハウス作っているのですか？
まず、どこで作らせてもらえるのか決まればコンセプトを決めます。コンセプ
トは各部署で案を出して、最終的には全体で１番いいものを選びます。コンセプ
トが決まったら設計部がツリーハウス案を何案か考えます。その中からサークル
内の投票で４つまで絞ります。そして最後にその４つの案を敷地の人や子供たち
と１つに絞ります。このような段階を踏んでどんなツリーハウスにするのかを決
めています。
その後は設計部が必要な木材がどれぐらいなのかを集計して木材を買ってきま
す。それから寸法を出して木材を切って組み立てていくという流れです。
設計部が設計、製作している間に営業部は企業さんにアポを、広報部は新聞社

建築都市デザ

コンセプトに活動している学生団体です。

5

く春の疾風。春嵐。」とありました。さわや
かだけどどこか力強い、すてきな言葉だな
と感じました。

（RUC局員N.T）

今回、Clownさんがツリーハウスを作られ
たのは米原市伊吹薬草の里文化センターで
自然の豊かないいところでした。こどもた
ちの元気な声が聞こえてきました。


（RUC局員N.T）

にアポをとります。渉外企画部は作業の合間の遊びの時間にする遊び委の内容を
考えてくれたりします。
今回の敷地はコロナ禍以前の先輩からずっと交渉させていただいていた場所で
す。市の方に紹介していただいたと聞いています。

属している学生

左の写真は敷地講評会の様子だそうです。

が多くいるので

サークル内で完結するのではなく、敷地の

とりあえず入会

人と真剣に考えている所がすごいなと感じ

8代目clown代表
したという感じ
理工学部
（建築都市デザイン学科） で す。
「ツリー
3 回生 U.K
馬越さん
康輔さん

ます。模型を使ってプレゼンしているので
しょうか。学生の内からこのような機会が
あると将来役に立ちそうですね！ 今回取材

ハウスを作る」

という活動に興味があったのも入会した

をしていて感じたことですが子供たちと接する姿であったり、インタビュー

理由のひとつです。

に答えてくださった様子を見て、すごくやりがいをもって活動されているな
と感じました！

もともと建築学科のもうひとつの団体「Design Factory」の

また、合宿に向けて各部署における作業
（営業部・広報部は地元

有志団体として活動が始まりました。とある敷地で問題となっ

企業へアポ取り、設計部はツリーハウスの設計、渉外企画部は合

ていた、竹林の手入れが不十分なことから発生する“竹害”を解

宿におけるレクリエーションの計画など、詳細は以下に記載）
があ

（RUC局員N.T）

上の写真は今回Clownさんに協賛された企
業さんだそうです。企業さんと協力されて
いることもあってか、みなさんとても大人
びておられてかっこよかったです！


（RUC局員N.T）

実際にツリーハウスに登ってみたところ、
下で見るのとはまた違った印象を受けまし
た。ジャングルジムのようなところから上

◆大変だったこと、やりがいを教えてください！
自分たちの代
（現３回生）
はツリーハウス合宿を１回も経験したことが無く、初め

に登ることもできるようになっており、子

り、合宿のあとにはツリーハウスを地元の子どもなどにお披露目し、

てだったのでそれが一番大変でした。最初は何から始めていいのかわからず、ゼロ

供たちが元気よく遊んでいました。自分も

です。その後、
さまざまな地域で活動させていただいています。

遊んでもらう完成イベントがあります。完成イベントでは地元のた

からのスタートだったので先輩に来てもらい技術を伝えてもらいました。本当は引

どこか子供に戻ったような感覚でした！

主体となる活動は、
夏の合宿です。２～３週間の合宿でツリー

くさんの子どもたちとワークショップをしたりみんなに景品があた

退するはずであった４回生の方に協力していただいてとてもありがたかったです。



ハウスを１基完成させます。木材の加工、仕上げ、組み立て、

る宝探しをしたりと、楽しいイベントになっています。ほかにはこ

一番やりがいを感じたのは僕と設計部の部長二人で最後のビスを打ったときで

最後にビスを打って完成です。ツリーハウスが完成したときの

れまでに制作したツリーハウスの補修作業や強度が不十分になっ

す。
何もないところから自分たちの力で作り上げた達成感はたまらなかったです。

達成感はほかでは味わえないほどのものです。

たツリーハウスを解体するための解体合宿も行っています。

様々な協力のおかげでもありますが、顧問のいない学生だけの学生団体でやった

決するために竹を使ったツリーハウスを制作したのがはじまり

（RUC局員N.T）

ぞという感動がありました。

4

部署紹介

◆設計部

所属団員210名以上いるClownの部署を紹介!!
各部署の活動内容や活動するうえでの意識しているポイントを紹介していきます！

設計部はツリーハウスを組み立てる敷地やコンセプ

◆渉外企画部

渉外企画部はツリーハウスの作業だけでなく、

6

ツリーハウスのその後

ツリーハウスは完成したら完成イベントを実施します。学生だけで設計、作業

トを考えます。複数のレイアウトを発案し、敷地を提供してい

参加してくれる子どもたちや保護者の方に向けたワークショッ

をしているので完成した時の達成感や充実感は言葉にできないほどです。また、

ただく方と相談を重ね、気に入っていただいたレイアウトを設

プを企画します。「子どもから大人まで楽しめる」をモットーに

完成後から約３年は形が保つように設計しています。その間の改修作業は怠りま

計図に落とし込みます。そこから材料の決定し、詳細な設計図

立命館の学生ならではの発想やアイデアで様々なプロクラムを

せん。３年が経過したら解体します。

を作成していきます。その後本格的に作業を開始します。

検討します。

◆広報部

◆営業部

広報部はツリーハウスの作業工程や制作風景を発信

営業部は多くの企業の方から木材費等の協賛金を集

しています。ClownのInstagramを用いて通年で様々な情報

めます。その際、Clownが大学生だけの団体であることを表

を発信しています。中には敷地提供者のご協力のもと、地方紙

に出して地域を活性化していきたいことを説明し、納得し、協

やYouTube、小学校にビラ配布をおこないいつも以上に多く

力してもらえるように頑張っています。

の小学生でにぎわったケースもありました。

Clownのみなさん。ご協力ありがとうございました‼
2

3

行き先決め！

RUC

世界遺産めぐり
in 関西

衣

笠

産業社会学部

O.Yさん

OIC

政策科学部

M.Rさん

京都に決定！

N.Tさん

奈良に決定！

大阪・和歌山に決定！
BKC

OIC

衣笠

企画説明

BKC

理工学部機械工学科

実際に現地で

今回の企画はタイトルにもある通り、世界遺産巡り in 関西です！

考えてみるのも
面白いね！

まず、3 キャンパスの代表がくじ引きによって各々の行き先を「大

衣 笠 は ｢ 上 賀 茂 神 社 ｣、

OIC は ｢元興寺｣、｢春日

BKC は ｢熊野古道｣、｢神

｢下鴨神社｣、｢東寺｣ に行

大社｣、｢平城宮跡｣ に行

倉神社｣、｢大仙古墳｣ へ

くことになりました !!

きます !!

行ってきます !!

阪 ･ 和歌山編」
、
「京都編」
、
「奈良編」の 3 つの中から 1 つに決定し
ます！ そして、そこからもう一度くじ引きを引き、数ある候補地

その他にも関西にはたくさんの世界遺産があるよ！

の中から 3 つまでに絞ります !! しかし、後は巡るだけ！というのは
ちょいと物足りないと思いますよね？ なので今回は！ 各世界遺産

天橋立

に関するクイズを「世界遺産検定」から抜粋し解いてみることにし

( 京都府宮津市 )

ました！ 読者の皆さんも是非一緒に考えてみてください！

※実は世界遺産じゃない
んです！

候補地
京都編
◦清水寺
◦平等院
◦賀茂別雷神社
（上賀茂神社）
◦賀茂御祖神社
（下鴨神社）
◦教王護国寺（東寺）
◦醍醐寺
◦仁和寺
◦平等院

4

◦宇治上神社
◦高山寺
◦天龍寺
◦龍安寺
◦本願寺
◦元離宮二条城
◦鹿苑寺
（金閣寺）
◦慈照寺
（銀閣寺）
◦西芳寺
（苔寺）

奈良編

大阪・和歌山編

◦東大寺

和歌山 :

◦春日大社

◦熊野古道

◦薬師寺

◦神倉神社

◦唐招提寺

◦大門坂

◦平城宮跡

◦那智の滝

姫路城

( 兵庫県姫路市 )

比叡山
延暦寺

( 滋賀県大津市 )

◦興福寺
◦元興寺

大阪 :

◦春日山原始林

◦中央公会堂
◦大仙古墳
◦百舌鳥、古市古墳群

5

衣笠
RUC局員が行く！

2

RUC

下賀茂神社

次に「下賀茂神社」をご紹介します！衣笠キャン

世界遺産めぐり in 京都

パスからは最寄りバス停の衣笠校前から市バス
205 系統に乗って行くことができます！ 通称は
下賀茂神社ですが、正確には「賀茂御祖神社 ( か
もみやおじんじゃ )」と言います。1994 年には
世界遺産に登録されている伝統的な遺産です。京
の三大祭の一つ「葵祭」の儀式が行われることで

今年の夏もかなり暑くなってきました！ 皆さまいかが
お過ごしでしょうか。今号の３キャンパスRUC 合同企

も有名です。

RUC

下賀茂神社

画では、近畿地方の「そういえば意外と行ったことない
なあ～」と思う世界遺産をいくつかチョイスし、局員た
ちで巡ってきました！ 今年の夏で引退する３回生は最
後の取材としていい思い出になったのではないでしょ

Q

うか。そして、文末には巡ってきたスポットにちなんだ
問題を掲載しているのでぜひ解いてみてください！

解説

にまつわる

クイズに挑戦してみよう！

下賀茂神社にはある食
べ物の発祥となった池
があります。その食べ
物は一体何でしょう!?
下賀茂神社には、
「みたらし

池」という池があり、みたらし団子
の発祥に関係があると言われていま
が禊の儀を行うために使用されます。

みたらし団子

上賀茂神社

答え

1

す。またこの池は、葵祭のとき斎王

まず始めに「上賀茂神社」について紹
介します！ 京都市バスに乗って上賀
茂神社前のバス停で降りると到着で
す。上賀茂神社は、古代山城の豪族
賀茂氏の氏神として知られる神社で

3

す。平成 6 年に「古都京都の文化財」
の一つとして境内全体がユネスコ世
界文化遺産に登録されました。局員

あふれる音を聞いてリフレッシュす

たちはまず境内の広さにビックリ！

ることができました。
（参照：京都府

流れる川のせせらぎと風鈴の清涼感

HP，上賀茂神社公式 HP）

東寺

最後に「東寺」をご紹介します！ 京
都駅の八条口から徒歩圏内に位置し
ており、観光しやすい真言宗のお寺
です！ 平安時代に弘法大師空海が
時の天皇から寺院を託されたという

解説

クイズに挑戦してみよう！

京都三大祭りで 5 月に下鴨神
社・上賀茂神社で行なわれる
祭りは？

Q

今から1500 年前に始まったとされ

た人々が練り歩く「路頭の儀」が開催されます。今年は残念ながら中止で
したが、来年こそ開催できることを願います。
（参照：京都観光オフィシャ
答え

葵祭

6

遺産に登録されています。

東寺

る葵祭。5 月15 日には、平安装束をまとっ

ルサイト 京都観光 Navi）

歴史があります。1994 年には世界

解説

にまつわる

クイズに挑戦してみよう！

東寺の五重の塔は何代目でしょうか？
五重の塔は国宝にも指定されています。高さは約55メートルあり、

日本一の木造建築です。東寺を訪れた際は、見てみて下さいね！
五代目

Q

にまつわる

答え

上賀茂神社

7

OIC

2

RUC局員が行く！

平城宮跡の次に、僕たちは元興寺に

世界遺産めぐり
in 奈良

行ってきました！ 拝観料を払って中
に入ると、国宝や重要文化財に指定
されている建造物が建ち並んでおり、

RUC

1

平城宮跡

1

元興寺

3

2

今回は奈良県にある世界遺産、平城
宮跡に行ってきましたー！ 約1300年

その間にはたくさんの地蔵や綺麗な

像を描いて彩色を施したものが並べ

植物があって、奈良時代にお邪魔し

られていたりしていました。

た気分になりました
（笑 )

主な仏像としては、重要文化財である

元興寺では、旧僧坊遺構である元興

板絵智光曼荼羅、木造阿弥陀如来坐

寺極楽堂
（極楽坊本堂）と元興寺禅室

像、木造聖徳太子立像、木造弘法大

（極楽坊禅室）が世界文化遺産「古都

師坐像などがあります。それらの仏像

奈良の文化財」に登録されています！

や有形民俗文化財たちが醸し出す雰

建造物の中にいざ入ってみると、大

囲気に圧倒され、追い討ちに焚かれた

きな仏像がたくさん展示されていた

線香の匂いで気分はお坊さんに…。

り、元興寺奉納板絵着色仏像と呼ば

最後に太陽がいい感じに昇っていたの

れる、板に阿弥陀如来や地蔵菩薩の

で元興寺の建造物と一緒にパシャリ↑

前、この場所に平城宮が築かれ、今
に続く律令国家としての国づくりが
完成しました！ ここには宮を構成す

3

る重要な遺構が奇跡的に遺ってあっ
て、発掘調査・研究の成果をもとに
往時の平城宮の姿を復原できる「特別

春の桜、夏の 5 万羽を超えるツバメ

最後に我々が向かったのは春日大社

な場所」となっています！ 園内は大

のねぐら入り、秋の黄金に輝くオギ

です。名前こそ有名な春日大社です

きく分けて本公園の正面玄関となる

の穂、冬の星空など、地下に眠る遺

が、いったいどういう神が祭られてい

「朱雀門ひろば」を中心とした観光拠

跡の上に広がる自然環境も見どころ

るのでしょうか？春日大社では春日神

点ゾーン、本公園のシンボルゾーン

のひとつです！ やっぱり世界遺産は

を祭神としています。また、春日神は

となる「第一次大極殿」を中心に復原

見るだけでもその壮大さが伝わって

武甕槌命
（タケミカヅチノミコト）
、経

施設や遺構展示物があります！ また、

きますねー！ また行きたいですね！

津主命
（フツヌシノミコト）
、天児屋根

勝手に 世界遺産検定 1

Q
解説

【平城京】和銅 3 年
（710 年）に都は藤原
家から平城京に遷されましたが、その
時の天皇は一体誰でしょうか。
❶ 中村天皇

❷ 桓武天皇

❸ 元明天皇

❹ 推古天皇

勝手に 世界遺産検定 2

Q

勝手に 世界遺産検定 3

昔、元興寺の鐘楼に鬼が出て、都の人たち
を怖がらせたことがありました。その鬼を
追い払った雷を神格化して何と呼んでいる
でしょうか。

壬申の乱後、律令国家の体制を整えた天武天皇

解説

Q

「古都奈良の文化財」のある奈
良で、鹿が神の使いと信じら
れているのはなぜでしょうか。

❶ 春日大社の主神が白い鹿に乗ってきたから
❷ 鹿が悟りを啓いたような顔をしているから

❶ ガンコ ❷ ガゴジ ❸ ダンゴ ❹ カミジ
雷の申し子である大力の道場法師が、この鬼の毛髪

実際に赴いた感想としては、観光地

メガミ）の四柱でありその総称のこと

として有名なだけあって、とてもき

を言います。って言われてもよくわ

れいでした。緑多い自然と調和しな

からないですよね。(笑) 端的言えば、

がらも歴史を感じさせる風情があり、

春日大社は日本古来から伝わる信教

これからの暑い夏でも清涼感を感じ

の中でもかなりえらい神様を祭る春

られるのでお勧めです。特に約3000

日神社の総本社です。春日大社では

基の圧巻の燈篭は幽玄な世界観を作

御本殿のほかに夫婦大国社、国宝殿、

り出しており、室町時代にタイムス

萬葉植物園を管理しています。御社

リップしたかのような感覚で巡るこ

殿のはずれにある国宝殿では約3000

とができます。

❸ 鹿がヤマトタケルの危機を救ったから
し

び

❹ 鹿の角で東大寺の鴟尾がつくられたから

をはぎ取って退治したという説話があります。この雷を神格

した広大な藤原京が造営されました。しかし次の文武天

化して、八雷神
（やおいかづちのかみ）や元興神と称するよう

皇の時代に、遣唐使によって唐の都・長安の様子が伝え

になり、ガゴジやガゴゼ、ガンゴなどの発音で呼ばれるよう

られ、都市の様子が大幅に違うことから、長安をモデル

になりました。そのため泣き止まない子供を諭すのに、
「ガ

鹿は神の使いと信じられ、大切に保護されています。また奈良の鹿は『万葉集』を始めとする多く

とした新都造りの計画が起こりました。

ゴジが来るぞ」と言ったそうです。

の文書にも登場し、神鹿信仰と共に古くより親しまれてきています。何気なくふれあった鹿がも

（元興寺 https://gangoji-tera.or.jp/about/）

解説

春日大社に祀られている武甕槌命
（タケミカヅチノミコト）が、常陸国( 現在の茨城県の辺

り)の鹿島神宮から白い神鹿に乗って飛んでやってきたという伝説があるため、現在でも奈良の

しかすると神の使いかもしれませんね。
（世界遺産検定 せかけんクイズ No.120 https://www.
❶ 春日大社の主神が白い鹿に乗ってきたから

sekaken.jp/whinfo/q-list/quiz120/）

次ページは

BKC 特集
ページ！！

答え

答え

❷ ガゴジ

答え

❸ 元明天皇

jp/kentei/470.html）

点にも及ぶ展示品を納めています。

命
（アメノコヤネノミコト）
、比売神
（ヒ

の事業は、皇后の持統天皇に引き継がれ、宮城を中心と

（第 52 回勝手に奈良検定 https://www.nantokanko.
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春日大社

9

BKC
RUC局員が行く！

神倉神社

RUC

断崖絶壁にそびえ立つ巨大岩

世界遺産めぐり in 和歌山

神倉神社は和歌山県の東端の神倉山の頂上に
鎮座しており、熊野大神が一番最初に降臨さ
れた聖地です。天ノ磐盾
（あまのいわたて）
とい
う崖の上にあり、熊野古道中の古道といわれる
五百数十段の仰ぎ見るような自然石の石段を
登った所に御神体のゴトビキ岩があります。創
建年代は 128 年頃といわれていますが、神話
時代にさかのぼる古くからの伝承があります。

熊野本宮大社

熊野古道（神倉神社）

大きい神社の一つであり、和歌山県南部に
位置します。また、2004年7月に熊野三山
を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺
産登録されました。奈良〜平安時代にかけ

熊野三山の神秘性は高まり、平安時代末期

て熊野は仏教・密教・修験道の聖地となり、

には「浄土への入り口」として多くの皇族や

神＝仏であるという考え方が広まりました。

貴族がお参りするようになったそうです。

熊野古道
にまつわる

Q

解説

神倉神社について、熊野の神様が初めて降臨したという「ゴト
ビキ岩」
、さてこの「ゴトビキ」とは熊野の方言で何を意味する
言葉でしょう？
偶然出会った地元の方に答えを教えていただき、BKCメンバー一同驚きまし

た！ 親切なおっちゃんありがとう!! お元気で～！

和歌山県の端に位置する神倉神社。神倉山

世界遺産検定！

の麓で待っていたのは果てしなく続く無数
の石段でした。息を切らしながらたどり着

熊野古道について、「紀伊山地の霊場と参詣道」は、
「吉野・
大峯」
「熊野三山」
「高野山」の３霊場、及びそれらと京都、
奈良、
伊勢神宮などを結ぶ参道からなりますが、この３霊場と参詣道は日
本古来の神道と中国本土や朝鮮半島から伝わった仏教が融合して誕
生した●●という独自の信仰形態を表現しています。●●に当ては
まる言葉は何でしょう？
解説

世界遺産検定！

ヒキガエル

Q

熊野本宮大社は熊野三山といわれる三つの

にまつわる

答え

日本一の大きさを誇る大鳥居

いた頂上で見た新宮市を一望する絶景と、
どっしりと鎮座した巨大なゴトビキ岩の迫
力は今でも忘れられません。先人たちがそ
こで何を思い、何を残したかったのか想像
せずにはいられませんでした。ぜひ一度実
際に参拝されてみてください。

熊野本宮大社でお参りした後散策していると、案内板に答えが！ 日本史に

詳しい局員のアドバイスもありこれだ！ということになりました。僕たちは見事
答え

正解できました！

神仏習合

ドライブも醍醐味！
奈良県の十津川村を経由して、目的地にたどり着いたため、山々
の中に通る道を走行することが多く、大変でしたが、そのような
大自然の中にそびえ立つ大鳥居には圧倒されました。
大鳥居だけでなく、その周辺の山々や田園、恵まれた天候、心地
よい風も合わさることで生まれる風景は街中では感じられないも

和歌山の世界遺産を巡
るならドライブが一
番！ 海岸線を走った
り、海の幸を堪能する
こともできるよ～

のでした。皆さんも是非一度訪れて、写真だけでは感じとれない
ものをぜひご自身で体感してみて下さい。

世界遺産検定 出典 以下のサイトを参考にさせていただきました
・せかけんクイズ No.6 – 世界遺産検定 (sekaken.jp)

大阪の大仙古墳は時間の関係上行くことができませんでした...。
さすがに1日で回るのはアホすぎました...

10

・もっと関西

熊野信仰の原点に鎮座

神倉神社のゴトビキ岩
（時の回廊）
:

日本経済新聞 (nikkei.com)
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立命生 の 本音
生協学生委員会 53 人

2

ついて聞いてみました !!
とっても暑い夏、健康に気を付けながら楽しむコツ
を読んでみてください !!

2022 年 5 月調べ

夏休みやりたいことランキング

1

今回は、夏休みにやりたいこと、夏バテ防止対策に

旅行
第 1 位は、
旅行でした！ 具体的な行き先としては、
「北海道」
が多くあがっ
ていました。海の幸がたくさんあって、涼しい北海道は夏休みの旅行先
として最適ですね！コロナ禍でなかなか旅行に行けない期間が続いてい
ますが、今年こそは、思い切り楽しめるようになればいいですね！

海に行く

夏バテ防止ランキング
こまめな水分補給

1
2

夏は、やっぱり海 !!! みなさんのおすすめの海
はどこですか～？ 花火をしたり、スイカ割り

第 1 位は、こまめな水分補給です！ のどが渇く前に、
水分を補給することがポイントです。マスクをしながら
の夏なので、熱中症にならないためにも、水分補給して
いきましょう！ 今回のアンケートでは、水にレモン酢
を入れたり、梅ジュースを飲むという回答もありました。
火照った身体に、梅ジュース。最高ですね！

食べる
夏バテでどうしても食欲が落ちがちな夏。今回聞いた中
では、トマト、冷凍マンゴー、きゅうり、鶏胸肉が夏に
食べるものとしてあがっていました！ 夏を乗り切るた
めにも、よく食べることを意識するのは大切ですね！

をしたり、海と言っても、いろいろな楽しみ
方がありますよね！ 夏休みのステキな思い出
になればいいですね !!

BBQ

3
12

第 3 位は、BBQ でした～！ 大学生になると、サークルなどで BBQ に

行く機会も多くなるのではないでしょうか。大学生の醍醐味でもある
BBQ。淡い思い出ができちゃったりするのでしょうか！笑。みなさん、
楽しんできてくださいねー！

3

よく寝る
第 3 位は、良く寝ることです！ 暑いと体力を奪われやすいので、毎日しっ
かり寝て、体力を回復させることはとっても大切です！ 寝るときにクー
ラーと扇風機のダブル使いで、涼しくするなどの回答がありました！ 少
しでも快適な睡眠時間になるように、工夫していくことが必要ですね！

13

6回
9
第

総代会とは
当日 5 月28日
生協
総代会楽しい

総
代
会
常
通
総代会での討議
衣笠

OIC

衣笠

組合員の代表である「総代」が昨年度の生協の活動を振り返り、次年度の方針を決定する場です。

プラスチックカトラリーを木製や紙製に

OIC meal shop の営業時間延長と、品ぞ

３限終了後および土曜日にも利用できる

簡単に言うと、
「次の年に行なおうとしている取り組みが組合員のためになっているか？」
、
「より

変更することをお願いしたいです。衛生

ろえの改善をお願いしたいです。OIC 内

ように、コンビニ･リッチェの営業時間延

的観点からステンレス製カトラリーの使

のセブンイレブンの営業時間が17時まで

長と土曜日営業をお願いしたいです。ま

用に抵抗がある学生への配慮として、廃

なので、17 時以降も OIC meal shop が

た、ペットボトル購入による環境負荷と

よいキャンパスの実現に繋がる内容なのか」を判断し、議決します。

＼ look ／

当日！
！

第 96 回通常総代会が 5 月 28 日に開催され、対面と Zoom のハイブリッド型で行わ

止や有料化ではなく、材質変更という方

利用可能になる、あるいは軽食が購入で

学生の経済的負担から、食堂のウォーター

法でプラスチックごみを減らしたいです。

きる自動販売機があるとありがたいです。

サーバーの再開をお願いしたいです。

れました。今年度の総代会ではどのような議案が提案されどのように議論したのか

解答

解答

解答

食堂は順次プラスチックカトラリーを廃

OIC meal shop は今年から閉店時間を

諒友館コンビニの営業時間は、利用動機

止し、金属製のカトラリーに戻していま

14 時から 14 時 40 分に変更しましたが、

や期待されていることなどをアンケート

す。また、ショップ系もスプーン、スト

利用者はコロナ以前の 35 〜 40％であ

で調査し、検討していきたいです。土曜

ローなどを木製、紙製に変更する準備を

り、営業時間を延長するとそれに伴う経

日営業は、キャンパスの滞留人口が少な

進めています。

費が支出できません。今後の改善案を学

いことから実現は難しいと思われます。

ということを紹介していきます！

生と一緒に考えていきたいです。

2022 年度 立命館生協理事・監事のお知らせ
第 96 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。同日、第一回理事会で役員
互選も行なわれましたので、あわせて組合員のみなさまにお知らせします。1 年間どうぞよろし

議案紹介

14

くお願いします。

第１号議案

第２号議案

理事 24 名

下之門直樹
（APUスチューデント・オフィス）

風折

昌樹
（立命館生協専務理事）

2021 年度事業報告書・決算関係書類承認の件

2022 年度事業計画および予算決定の件

広田

哲平
（理工学部 2 回生）

佐藤

由紀
（立命館生協常務理事）

加國

尚志
（理事長・文学部教員）

松本

浩輔
（理工学部 2 回生）

2021 年度の事業方針より、①新入生をあたたかくキャンパス

2022 年度は、①つながりを実感できるキャンパスコミュニ

小沢

道紀
（副理事長・食マネジメント学部教員）

阿部

拓哉
（理工学部 2 回生）

監事７名

コミュニィに迎え入れる② 2021 年新学期のとりくみにより多

ティ②学生の多様な学びと成長を応援する生協事業③経営危

佐藤

浩人
（副理事長・APU 国際経営学部教員）

三田寺幹太
（産業社会学部 2 回生）

黒田

くの新 2 回生の参加、を目指して取り組みました。また、具体

機への対応と未来投資可能な経営が重点テーマとなりました。

山田

悟史
（理工学部教員）

岡本

都
（産業社会学部 2 回生）

鄭

雅英
（経営学部教員）

的には組合員が充実した学びがすすめられるように生協の学び

具体的には、一昨年からのコロナ禍で生協店舗を利用しきれ

須藤

智徳
（APU アジア太平洋学部教員）

杵築

一琉
（産業社会学部 2 回生）

大場

茂生
（衣笠地域連携課）

事業を推進しました。その結果、「パソコンスキル講座」には

ていない組合員が多いことから、生協店舗を組合員が交流で

近藤

宏一
（経営学部教員）

鈴木

英
（総合心理学部 2 回生）

中村

天翼
（BKC 学生オフィス）

1077 名の新入生が受講し 98％の新入生がスキルアップを実

きる空間にする計画が提案されました。そして、「立命生協

尾崎

雅尚
（BKC リサーチオフィス）

田中

感しました。キャリア形成や就活支援に関わる事業分野につい

2030Goals」についても触れられました。

学
（産業社会学部教員）

空良
（経営学部 2 回生）

那須野眞子
（文学部 2 回生）

西川

展彦
（教学部共通教育課）

陣内

皓誠
（APUアジア太平洋学部2回生）

城

ては、学生の縦のつながりを作る交流や商品の提案をスタート

大藪

康成
（総務部 BKC 地域連携課）

仙田

真也
（社会研究科 M4）

本間

しました。

名和

拓哉
（総合企画部広報課）

田中

宏輝
（理工学研究科 M1）

ほのか
（総合心理学部 2 回生）
雅規
（経済学部 2 回生）
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共済・給付事例紹介！

APU CO-OP 報告

〜自転車・バイク事故編〜

生協はみんなで作るお店だね！
AP ハウス（※ APU の国際寮）では、約 1,300 人の学生が共

学生総合共済は、学生どうしのたすけあい制度です。対面授業の増加や行動制限の緩和で、

同生活をしており、文化を学び合う生活を送っています。ハ
ウス内にはハウスコープという生協の小さなお店がありま

自転車やバイクに乗る機会も増えたことに伴い、事故も増加しています。今回は昨年度

す。平日夜の 21:00-23:00 で営業をしていますが、コロナ

立命館で発生した、自転車・バイク事故の事例をご紹介します。

禍で国際生の入寮が少なかったこともあり、利用が少ない日
が続いていました。
継続してお店を開けていくためには、安定した組合員の皆さ

事例❶
河川敷を走行中、
前方左から飛び出した
小動物を回避した際に転倒

（スポ健 1 回生）

通院 8 日 / 固定具あり
給付金額 36,000 円

んの利用が必要です。

( 産社 4 回生 )

通院 5 日
給付金額 10,000 円

を盛り上げよう！」キャンペーンを行なっています。
ハウス生同士で声を掛け合って利用を伸ばして、経営が継続

顔面の皮膚縫合と、左手首の骨折と

できるような利用者数を維持しようという取り組みです。

なってしまい想定外の出費がかさん

キャンペーン後、徐々に利用者数も増えていき、目標として

だ。自転車走行中は、人、車以外に

いた 150 名を超える日が少しずつ出てきました。次は魅力的

も十分に気をはらい、安全な速度で

なお店にしていくために、
「お店に並ぶ商品をハウス生のみ

走行してください。

んなで話し合おう！」という取り組みをしようとしています。
今後も組合員みんなで作る APU-COOP にご期待ください！

寮生のみんなで生協への

事例❷
降雪時にバイクで
スリップし、左脇腹を強打。
右第 6、7 肋骨骨折

そこで、現在ハウスコープでは「ハウス生のみんなでコープ

本人コメント

メッセージを集めて、友
達同士で声を掛け合いな

本人コメント

がら進めています！ 目標
達成する日が少しずつ出
てきました！

慣れないことをしたりすると痛い思
いをすることになるので、気を付け
てください。困っているときに共済
に支えていただけて幸いでした。皆
さんありがとうございました。

理 事 会 報 告
5 月 28 日第 93 回総代会で、新しい理事会体制になりました。総代会後の第 1 回理事会で、理事の中の役員等を決
定しましたので、詳しくは 15 ページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の
給付申請をお忘れなく
立 命 館 生 協 で は、2020 年 4 月 ～ 2022 年 3 月 ま
でで、新 型コロナウイルス感 染 症に関して 199 件、
24,450,000 円の共済金を給付しました。学生総合共

給付のご相談、加入確認は、各キャンパス
共済カウンターまたはコープ共済センター

0120-16-9431 へご連絡ください。
各キャンパス共済カウンター

済では、新型コロナウイルス感染症を、
「不慮の事故に

◦衣笠センター ( 志学館地下 )

よる傷害とみなす感染症」として位置付けています。心

◦ BKC センター ( リンクスクエア１階 )

当たりのある人は、
まずはご相談ください。
（６月１日現在）

◦ OIC センター ( Ｃ棟１階 )

新型コロナの影響が続く中、厳しい経営が続きます。一方で組合員の店舗利用も戻りつつあり、「新しい日常」での
取り組み・活動も生協に求められています。理事会メンバー一同、組合員の皆さんに信任いただいたことを踏まえて、
立命館生協の運営に取り組んで参ります。1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。
◇第２回理事会

2022年６月22日
（水）
出席理事22名 出席理事７名
【主な報告】
・生協学生委員会を中心にした活動報告
・学生総合共済給付状況

【主な審議・議決事項】
・総代会での発言に対する理事会回答について
・
「立命館生協2030Goals」の検討・進め方について
・その他
※今後は月次定例をベースに理事会を開催していく予定です。

・５月までの経営状況 ご利用の特徴など
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大喜利グランプリ

第２回 !!

立命生

春号の

結果発表！

奮ってご参加を！

爆笑！

大喜利グランプリ

立命生

春号でのたくさんのご応募ありがとうございました！ 一発目にしてはお題が難しいという声もいただ
きましたが面白い回答、ありがとうございました !! 厳正な審査のもと、一番おもしろかった回答
（最優
秀賞）
を決定しました。ぜひ楽しんでって～

最優秀賞

お題

前回の

次の写真を見て、ひとこと
お願いします。セリフ、第
三者からの視点どちらでも
可です。

夜勤明けの IKKO
ペンネーム：みんてぃあさん
かなり僕らのツボに入ったようです。今回のグランプリはこれだ‼ ペン
ネームみんてぃあさん、おめでとうございます !! IKKO さんにいったい

意外と大好評！！

前回の RUC から登場した立命生大喜利グランプリが思いのほか多くの方が大喜利を送ってくださり、
第 1 回廃止は免れました笑！ そこで第 2 回大喜利グランプリを行います！ 前回は写真を見て一言でし
たが、今回のお題は『
「夏なのに？」と言わせてください』というお題です。皆さんの個性豊かなクスっ
と笑える回答をお待ちしています！「我こそは」という勇者はスマホで下のコードを読み取って、応募
してくれぃ！

お題

何があったんでしょうか。
「IKKO さん！ 夜勤お疲れ様です‼」
「そうなの～、お肌の調子が良くな

「夏なのに？」
と言わせてください

いのよ～。化粧水ぬる～」…ちょっとふざけすぎました。

審査員特別賞
右ぶったなら
左もぶってけよ…
ペンネーム：時雨さん

今回の応募は
右ページから！

2 番目に票が集まり惜しくもグランプリは逃しましたが特別賞というこ
とでペンネーム時雨さん、おめでとうございます！ 渋おもろい回答、あ

「夏なのに？」と相手が思わず言ってしまうようなセリフ……
一体なんだろう？

ペンネーム：はねるのとびらさん

だくさん！このあたりから連想してみてもいいと思うんだ！
これから始まる夏に想いを馳せながらみんなで考えるぷん！

りがとうございました！

応募期間は 8 月 31 日まで！

推してないメンバーに限って
ファンサがすごい

面白い回答は思いついたかな？ 上の QR コードから忘れずに応募して
ね。前回に引き続き今回も最優秀賞に輝いた回答は次号に掲載させて
いただきます！

ペンネーム：右肘さん

夏の暑さに負けない程の爆笑回答、楽しみにしています！

あ〜る

たくさんのご応募ありがとうございました！！
今回もご応募お待ちしております！！
18

応募はこちらから

ヒント？う〜ん、夏といえば、海水浴、夏祭り、花火と盛り

◦個人的にグッときた回答◦
これがヒト科かぁ

次号に載れるかな？？

ゆ〜

し〜
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