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秋

10/30・31  ハロウィン企画
　今年もOICショップにハロウィンがやって
きた！ 去年のかぼちゃほりゲームがさらにパ
ワーアップして登場！ さらに仮装した人々によ
り今年のハロウィンを盛り上げます！ ぜひOIC
ショップでハロウィンを味わってください！

11 月中旬  秋のバイク・原付チェック
　自転車点検会同様、プロの整備士さ
んによるバイクの点検、診断が無料で
出来ます！ そして、交通ルールの確
認と事故を未然に防いでもらうための
クイズに挑戦してもらいます！

11 月  ベジタリアンファースト
　BBPと連携した企画で、ハラルや
ベジタリアンといった様々な宗教や文
化を持っていることで満足に食事が取
れていない人の食を改善していく企画
です！

11 月  国際メニュー
　OIC cafeteriaにて期間限定で複数の国の
メニューを提供します。普段は味わえない外
国の料理を食べられるだけでなく、食文化も
学べる楽しい企画です。美味しいメニューを
考えているので、楽しみにしてください！

11 月下旬  ヘルススポーツプロモーション
　学生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！ 楽しみなが
ら運動してみてはいかがでしょうか！

10月末〜11 月上旬  行列のできる健康相談所
　食生活相談を主として、飲酒、喫煙な
ど健康に関する様々なブースを作り、自
身の健康について考え直してもらいま
す。回ったブースによって健康という趣
旨に沿った景品もありますよ♪

11 月中旬  ユニオンカフェテリアメニュー総選挙
　ユニオンカフェテリアの新メニュー
を選挙形式で投票できます！ 自分の
投票したメニューが食堂で出るかも！
食堂のメニュー総選挙を通して、選挙
の身近さを感じてもらう企画です！

11 月  ポッキーフェア
　11月11日のポッキーの日に合わせて、
至徳館購買部でポッキーフェアを一週間行
います！ ポッキーの箱を7個以上詰むと
巨大ポッキーの風船が貰えます。他にも
ポッキーに関連した企画を行う予定です！

11 月  環境企画
　普段なかなか考えることがない、け
れども考えなきゃいけない！ そんな環
境について考えられる企画です。リサ
イクルなど身近な事柄から考えられる
ような楽しい企画も考え中です！

1 月下旬  ミラクルリサイクル
　リサイクルにつながるゴミの分別や
南草津のリサイクル場所、またリサイ
クル商品を紹介し関心をもってもらう
企画です。アロマキャンドル作りの体
験もできるのでお楽しみに！

11/19・20  知っ得！ 防災
　カルタやクイズなどの楽しいコンテン
ツを通して、希薄になりがちな（特に下宿
生！）防災意識の向上を目指しています！
備えあれば憂いなし！ ということで、こ
の企画で防災について学びましょう！

10月中旬〜10月末  スポーツテスト
　普段運動をする機会が少ない大学生
に向けてスポーツテストを通して、自
身の体力状態などを知ってもらいま
す！ 運動するきっかけを作り、運動不
足によるケガを予防しましょう。

11 月上旬  秋の自転車無料点検会
　自転車の日常点検の重要性と点検の仕
方について認識してもらう企画です！実際
にプロの整備士さんに自転車の点検を無料
でしてもらえます！　この機会に是非自分
の自転車をチェックしてみましょう！

10/17 自転車無料点検会
　プロの整備士さんによる自転車の点
検会を行います！ キャンパス周辺の
事故要注意箇所や交通ルールクイズを
通して、楽しく安全に自転車通学しま
しょう！

11 月下旬  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。楽
しみにしていてね!!

11 月下旬  秋の健康チェック
　学生さんに自分の健康状態について
知ってもらい、栄養士の方に来ていた
だき、良い生活習慣や食生活を作って
もらう企画です！ 自分の食生活を見
直すいい機会になるでしょう！

11 月  ビブリオバトル
　出場者（組合員）がオススメの本を１
冊持ち寄り、観衆がどの本が一番読み
たくなったかを多数決で決める本の紹
介バトルです！ 伝え方を工夫しなが
ら頂点を目指しましょう！

衣笠

BKC

OIC

秋の企画！！
11 月  秋の田舎体験ツアー &フェア
　NPO法人京北さんと連携した企画
です！ ツアーでは実際に京北地域へ
足を運び、地域の方と関わったり、京
北の豊かな自然や食材に触れたりする
ことができます！



DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

　今回のディープな人は食育促進学生団体「パンチャピエーナ」
の皆さん！ 子供の食育の促進を目指して活動している団体で
す。立命館大学HPの「＋Ｒな人」でも特集された団代です。今
回は代表のMさんにインタビューさせていただきました。

これからも子供達の食育に
関する活動をどんどん
行っていきたいです！

　パンチャピエーナは食マネジメント学部の学生を中心とした学

生団体です。パンチャピエーナはイタリア語で満腹という意味の

言葉です。主に子供の食育についての活動を行っています。例え

ば昨年度は福井県の小浜市の小学校で醤油のワークショップを行

いました。この醤油のワークショップでは全国６か所の醤油を用

意して味の違いを確かめてもらったり、自分の住んでいる地域の

醤油の味を子供たちに再確認してもらいました。なんで醤油の

ワークショップを行ったかというと大学生になり私自身鹿児島か

ら滋賀に下宿して最初に驚いたのが醤油の味の違いでした。それ

は私だけでなく関東や北海道からきた友達も思っていました。こ

のようなことは大学生にならないと気づけません。小学生は外に

出向く機会が少なく、そのような機会はなかなかないので本当は

どの醤油が一番良いのかを気付いてもらうことが出来ました。

　私たちの活動はすべて子供の食育についての活動です。今は

月に一回子供キッチンという活動をしています。子供キッチン

とは買い出しから調理、片付けまでを子供たちだけで行うこと

で食について学ぶ取り組みです。従来「子ども食堂」というボラ

ンティアの方が貧困の子供たちにご飯を作るという取り組みが

全国的に行われていたのですが、それだと持続性がなく問題の

根本の解決にはならないと感じ子供たちに主体性をもって料理

をしてほしいという思いがあったのでこの取り組みを行ってい

ます。この活動を通して子供たちにが料理を食べるだけで終わ

らず、自分が家に帰ったとき、親がいなくても料理ができる子

供を育てたり、料理に興味を持ってくれる子が増えたらいいな

と思っています。

　本当は自分の友達と一緒に始めたパンチャピエーナは私たちの代で終わってもいいと思っていたのですが、活動していくうちに活動

に力を貸してくださる地域の方々は持続性を求めていらっしゃることに気づきました。また私たちの活動に興味を持ってくれる後輩が

集まってくれて一緒に活動しているので、今後はうまく一回生に引き継いでいけたらなあと思っています。今度は一回生がやりたいこ

とを決めて、自分たちの形で「食」に貢献してほしいと思ってます。

　やっぱり子供たちの笑顔を見た時がいちばんやりが

いを感じます。イベントが終わった後に子供たちから

「また絶対来るね」って言ってもらえたり、後日保護

者の方から「すごく楽しかったって子供が言ってまし

た」って言ってもらえたりするとやっててよかったっ

て思います。

パンチャピエーナはどんな団体ですか？

普段の活動を教えてください。

パンチャピエーナを作ったきっかけは何ですか？

今後どんな団体にしていきたいですか？
M.Aさん

パンチャピエーナ代表　食マネジメント学部　2回生

　2018年から食マネジメント学部ができるにあ

たって学部で学んだことを課外に生かせる場を設けて

みたい、アウトプットできる場所が欲しいという思い

からパンチャピエーナを立ち上げました。はじめは食

育をしようと決めていたわけではなく自分の周りの仲

のいい友達数人で何か楽しいことをやろうという軽い

気持ちで始まったんですけど次第に私たちと一緒に活

動したいと言ってくれる人が増えていきメンバーも次

第にふえていきました。活動していくうちに活動の方

向性が「食育」に定まっていきました。今は食育といっ

ても子供たちの食育を中心に活動しています。

やりがいを感じる時は
いつですか？

パンチャピエーナ
Pancia Piena
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朝活とは？ 朝活のメリット

今回のルール

❶ ３キャンそれぞれにテーマを設定
❷ ５日間継続する
❸ 毎日少しずつ違うことをする
❹ １限に間に合う時間帯で行う
❺ 低コストで行う

　朝早く起きることで本来の生活リズ
ムで仕事や趣味の効率化ができたり、
就寝時間も早くなるので、体調を整え
たりすることができます！ 朝活をす
ることで、朝やることや午後やること
などスケジュール管理ができるように
なるのもメリットの1つです！

　朝活とは、朝活動のことを言い、
いつもより早く起き、できた時間
を自分の活動の時間に充てること
です。朝早く起きて時間を作るこ
とで余裕をもって準備することが
でき、気持ちよく1日の活動を始
めることができます！

最高の秋の朝を

迎えたい‼!

令和元年

　夏休みもあけ秋セメスターが始まりましたが、
生活のリズムが崩れていませんか？ 長期休暇で
乱れた生活を元に戻すのは大変ですよね。リズム
よく過ごすには気持ちの良い朝を迎えることが大
事です！ そこで今回は3キャンパスでそれぞれ
テーマを決め、5日間朝活をしてみました！

食OICのテーマ趣（寺院巡り）
衣笠のテーマ

アウトドア
BKCのテーマ
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　記念すべき朝活初日は妙心寺からのスタートです！敷地はと
ても広く、重要文化財に指定されている建物もあり、かなり見
応えのあるお寺でした。日本史好きの方にはたまらないかもし
れませんね！ 朝８時頃に行くと通学する中高生もたくさんい
て、なんだかフレッシュな空気も流れているような気がします
…(笑)立命館大学からは少し離れた場所にあるため、余裕の
ある朝に行くことをオススメします！

　ここでついに寝坊したメンバーが…。なので女子３人で朝活を
楽しんできましたよ～！ 北野天満宮は言わずと知れた学問の神
様が祀られている神社です。どうか頭が良くなりますように…と
祈りを込めて牛の像を撫でてきました。これで私たちの秋学期の
授業の成績は優秀なこと間違いなしですね○ また、北野天満宮
では1年を通して数々のイベントが開催されているようです。勉
強に行き詰まったら、足を運んでみてはいかがでしょうか？

　朝活２日目は龍安寺へ！ 龍安寺といえば石庭で有名な京都の
観光スポットの１つです。休日や日中は混んでいて、ゆっくり
と観光したり、写真を撮ったりすることが難しいかもしれませ
んが、早朝に入れば比較的空いているため私たちは思う存分、
素敵な写真を撮ることができました！また、石庭にある石の数
は15個ですが、どこから眺めても1つだけ見えないんです。嘘
だと思ったそこのあなた！ １限前に立ち寄って確かめみては？

　OICでは、初日全員出席という幸先のいいスタートを切るこ
とができました！ 記念すべき初日の朝ご飯は、ミートソース
チーズトースト！ 今回は、集まった5人でミートソースから作
るという奮闘ぶりでした。途中で同じマンションの人にトース
ターを貸してもらったりしながら無事に初日の朝活を終えるこ
とができました！ 1日目でしたが、もはやすべてをやり切った
感がメンバー全員に漂っていたのは言うまでもありません。(笑)

　３日目、ついに一人になってしまいました。というのも３日
目はひどい雨、これは仕方がないですね。みんなの様子を気に
しながらの今回のメニューはフレンチトースト！ 実は今回参
加予定だった４人分のトーストを家主は前日から下準備してい
たのですが、まさか1人で食べることになるとは。下準備をし
た分、朝はそれを焼くだけで10分もかからなかったのでそれ
だけが救いです。レモンをのせると、よりおいしくなります！

　人数がさっそく一人減りました。そんな２日目の料理は日本
の朝らしく鮭の塩焼き！ 大葉とカボスを使うことによって何
となく豪華な塩焼きに見えますが、市販の鮭を焼いただけなの
で実は一番手間がかかったのは卵焼きだとか…。いずれにせよ
今回はかかった時間・労力ともに普段の学校生活でも実践でき
るような現実味のある朝活ができました！ 皆さんもぜひお試
しあれ！

　朝活初日は琵琶湖付近でサイクリングをしました！ 自転車
をレンタルしているところを探すところから始まり、この日
はJR守山駅からすぐ近くにあるレンタルサイクル屋で自転車
をレンタルしました！ 24時間営業しているため早朝にも借り
ることが出来ました！ 途中、琵琶湖沿いにある道の駅「グリー
ンプラザからすま」に寄って休憩を挟み、ご当地名物のあおば
なソフトクリームも美味しくいただきました！

　朝は日の出から始まる！ ということで3日目は琵琶湖の北側に
ある高島市の名スポット、白鬚神社に行って日の出を見ました！ 
この神社は鳥居が琵琶湖の上に建っており、その風景はあの厳島
神社を連想させます！ メンバーは高島市に前日入りし、車の中
で睡眠をとって日の出を待ちました！ 残念ながらこの日は曇が
多く綺麗に朝日を見ることは出来ませんでしたが、滋賀県でも屈
指のインスタ映えが狙えるので是非行ってみてください！

　朝活2日目は京都と滋賀を跨ぐ比叡山へハイキングに行きました！ 
この比叡山を登った所にはユネスコ世界遺産にも登録されている、
天台宗の最澄で有名な比叡山延暦寺があります！ 山からは一面に広
がる琵琶湖を眺めることが出来ますが、険しい山道を登ったあとに
見る景色はやはり別格でした！ 帰りは全長2025m、日本最長を誇
る坂本ケーブルを使って下山しました！ このケーブルからも綺麗な
琵琶湖を堪能出来るのでゆっくり登山したい人にはおススメです！

　早起きは大の苦手…授業はいつも遅刻
寸前…でも私たちが目指すのは余裕ある
大人!! 朝型人間になるべくこの4人で頑
張ります○

　OICのメンバーはこの５人！ 学年・
学部を越えた精鋭下宿生たちです。 第
1の課題は、まずしっかり朝起きること!!

　BKCからはこの2人を中心に毎日1人ずつ
ゲストをお迎えして活動します！ 朝活経験
全くなしの男たちは果たしてアウトドアを
テーマとした朝活を5日間続けられるのか！

AM 8:00

@妙心寺
AM 8:00

@北野天満宮
AM 8:00

@龍安寺

AM 7:20

料理名

ミートソース
チーズトースト

AM 8:00

料理名

甘さ控えめ
フレンチトースト

AM 7:30

料理名

実は卵焼きが
メイン定食

AM 7:00

サイクリング
AM 2:00

日の出
AM 7:00

ハイキング

衣笠

OIC

BKC

メンバー紹介 1日目 2日目 3日目
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　いよいよ朝活も最終日を迎えました…！ 締めは平野神社で
す。参拝者が手を清める場所である手水舎には丁寧な説明書き
が。正しい作法を学び、身も心もきれいになったところで境内
に進むと、御神木であるとても大きなクスノキがありました。
なんと樹齢は400年程だそう。御神木に近づくと、神様から
パワーをもらっていると感じることもできましたよ～！ 最終
日にふさわしく、4人そろっての記念撮影もキまりました

　４日目は大将軍八神社へ行きました。当日は雨が心配されまし
たが、なんとか止み、参拝しやすい朝に。これは私たちの運が良
いのでは？と思い、おみくじを引いたところ、結果は中吉と末吉
しか出ないイマイチな結果となりました。少し残念でしたが、神
様からのお言葉を心に留め、結び所にしっかりとおみくじを結ん
だ私たちでした。方除けのパワースポットでもあるそうなので、
授業前に元気をチャージできるかもしれませんね○

　ベッドに入ってからなかなか眠れなくてスマホをいじったり
テレビを見たり…私たちの大半はどちらかというと夜行性でし
た(笑)たった5日間の朝活でしたが始めるとすぐ眠りにつく
ことができ、睡眠の質も上がったような気がします！ それと、
女子勢からはお肌の調子が少しよくなったかもと好評でしたよ
♪いいことしかありませんでした！ また、今回私たちは大学
周辺にお寺や神社がたくさんあるということで寺院巡りをして
きました。朝活といえばヨガや散歩を想像する人が多いと思い
ますが、寺院巡りは他の地域ではなかなかできない、京都に住
む醍醐味なのではないでしょうか？ オーソドックスな朝活で
はなく、少し大人の朝活を楽しむことができてちょっとくせに
なりそうです（笑） 京都にお住いのみなさん！ 是非朝活に寺院
巡りをしてみてはいかがでしょう○

　朝活を５日間行ってみて良かったことは、まず当たり前ですが、朝早
く起きて活動することで1日のできることがかなり増えると実感できた
ことです。前までは、恥ずかしながら昼に起きてバイトに行くだけとい
う日もあったので、これはうれしい実感でした! 
　あとは、なんとなく難しそうに見える料理も、作ってみると割と簡単に、
それこそ朝の時間でできるくらい短い時間でできると知れたことです。
　これを実際毎日の生活の中でやってみようかというと少しつらいもの
がありますが。(笑)　でも、いつもじゃなくてもこんな感じで料理して
くれる彼氏彼女がいたら、惚れ直すこと間違いないですよね!! いない人
は自分が感動すること間違いなしです！  
　どちらにせよ、朝から活動することで、その1日がより有意義なもの
になることは確実だと思うので、皆さんもまずは学校のない休日からで
も、最高の秋の朝を迎えられるように早起きからの朝活、実践してみて
はいかがでしょうか！　

　アウトドアをテーマとした朝活を5日間続けるというのは想
像以上に大変でした。メンバー自身も決して朝に強い方ではな
く夜型の人も結構いたので、体力的にも精神的にもキツかった
です。しかし、普段はない、馴染みのないことだからこそ新鮮
な気分を味わうことが出来ました！ 夏休みで乱れていた生活
習慣も改善でき、良い経験になりました！ 朝から活動するこ
とでメンバーも少しは朝に強くなったのではないかと思いま
す！ 朝活といえば朝から本を読んだり音楽を聴いたりするの
を思い浮かべますが、外で出来る朝活って思った以上にあるこ
とが分かりました！ この秋、朝を有意義に過ごしたい、生活
習慣を取り戻したい、健康的になりたい、あるいは何かに挑戦
したいと思ったら是非朝活をしてみてください！ 釣りやキャ
ンプなど、今回実施することが出来なかった朝活アウトドアも
たくさんあるのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか！

　ついにたどり着いた朝活最終日。体調不良なども出てしまい、
結局残った男1人での朝ご飯になりました。しかし、出来上がっ
たのはこちら！ 5日間の朝活を締めくくるのにふさわしいっ
て感じです。ソースから作りましたが、かかった時間はおよそ
20分のお手軽朝食でした！ 下にひいてあるイングリッシュマ
フィンをごはんにしたら昼食・夕食にもいけるので汎用性も抜
群ですね!!

　4日目のメニューはキムチ鍋雑炊！ これは3日目の夜に食
べたキムチ鍋を基に作っているので今回の朝活史上一番手間が
かからなかった一品ですが、チーズをのせることによって一味
違う雑炊になります！ メンバーの実家から送られてきたマス
カットも一緒に食べて大満足の4日目になりました！ 開始時
刻が少しずつ遅くなっていると思ったそこのあなた。それは言
わないお約束です！ (笑)

　5日目はアウトドアの朝活をやろうと思ってたんですが、最
終日でメンバーも想像以上に疲れていたので最後はみんなで朝
ごはんを食べました。南草津駅近くのカフェ 「Tent10」に行
きました。ホットドックはジューシーでとても美味しいです！ 
お店の雰囲気もおしゃれで落ち着いているのでゆったりとリ
ラックスすることも出来ます！ また朝8時から営業している
ので授業前に朝ごはんを食べることができます！

　朝活4日目は琵琶湖の湖岸でラジオ体操をしました。この日
は朝の7時に南草津駅に集合してみんなで琵琶湖に行きまし
た！昨日とは打って変わって天気は快晴だったため、心地よい
朝日を浴びることが出来ました！ 朝の琵琶湖は想像していた
よりも涼しく、普通に家でやるよりも気持ちよくラジオ体操を
することができました！ これで運動したあと気持ちよく1限
に向かうことができます！

衣　

笠

O
I
C

B
K
C

最終日4日目
５日間の朝活を終えてどうでしたか？

AM 8:00

@平野神社
AM 8:00

@大将軍八神社

AM 7:30

料理名

集大成のエッグ
ベネディクト

AM 8:00

みんなで

朝ごはん

AM 8:10

料理名

昨日の
キムチ鍋雑炊

AM 7:00

ラジオ体操
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　食堂のメニューの値段を安くしてほしい。学食のメニューは
安くてたくさん食べれる、一般の飲食と比べてメリットがある
ということを学生は求めている。しかし学食のメニューは決し
て安いとは言えない。以前、350円で食べられる定食があっ
たが、量が増えて値段が高くなっているのは何故か。

　OIC Cafeteriaでは、席を増やす必要がある。食堂はお昼時、
いつ行っても混んでいる。加えて、ミールシステムを使ってい
る１回生が多く、また多くが昼休みに利用するので２回生にな
るとミールシステムを継続しない人が多いと思う。席数を増や
せば、ミールシステムの継続率があがるのではないか。

　ヘルシーなメニューを増やしてほしい。ミールシステムで使え
る飲み物に緑茶や麦茶に加えお水も増やしてほしい。また、ラッ
プなどをつかったおにぎりやヘルシーなメニューを増やしてほし
い。ユニオンやリンクでも主食に揚げ物が多い。常時、揚げ物以
外で炒めものや魚を使ったメニューなどを出してもらいたい。

　APU Coopでプラスティックの袋を減らしてほしい。学生
はカバン、リュックを持って通学している。使いたい場合、５
円か10円を支払うようにしてほしい。プラスティックの商品
を減らすためにペットボトルの水の販売をやめてほしい。理由
は、冷水器から自分のボトルに入れて利用出来る為である。

総代会関連企画 総代会で出た意見＆回答

食堂メニューの値段について

OIC Cafeteriaの席数増加の必要性

ミール適用商品について

プラスティック商品について

ご意見など

ご意見など

ご意見など

ご意見など

5月25日

5月25日

5月25日

5月25日

衣笠

OIC

BKC

APU

お答えします

お答えします

お答えします

お答えします

まず「総代勉強会」は生協学生委員が総

代に生協の仕組みや総代会がどのよう

に運営されているかを説明する場だよ。

パワーポイントを使って実際に実現し

た意見を紹介することで総代会を身近

に感じてもらって、より積極的な総代

になってもらうことが目的なんだ。

生協の活動の振り返りや来年度の予算

提案が行われるとともに総代が生協へ

直接意見や要望を言うことができる場

だよ。実際に実現した意見もあって職

員の方々にとっても組合員の生の声を

聞くことができて、運営には欠かせな

い機関なんだ。

　今回の総代会では生協組合員目線の意見をたくさん聞くことが出来ました。上記以外にも留学生向けのメ

ニューの提案や他大学出身の大学院生に向けた生協のサービス案内を行うことなどの意見もありました。頂いた

意見をもとに組合員のみなさまがより良い生活を送れますよう努めていきたいと思います。機会があれば各キャ

ンパスのコープクラブの企画にも参加してみてください。

　食堂の値段設定について回答します。こちらは生協学生委員
会の活動で、以学館食堂（E-platz）の定食について組合員のア
ンケートを取ったところ、おかずのボリュームUPを求める声
が多かったため今回450円に値段をあげての実施となりまし
た。生協としてもできるだけ安く提供をと考えていますので、
みなさんの声に耳を傾けて考えていきたいと思います。

　昨年からこの問題について、生協・生協学生員会と自治会と
共に教室開放などに取り組んできました。９月に開設される国
際寮では200席を設置し、食堂のメニューを持ち込めること
を検討しています。生協としては既存店舗の有効活用を提案し
ています。新店舗でもミールシステムが使えるようにしたいの
で、一緒に力を合わせて取り組みたいと考えています。

　ミールシステムの適用商品の拡大について水をミール対象商
品にというのは、課題として受けとめさせていただき、仕入れ
等安定してできるのかなどを検討したい思います。ミール対象
のホットスナックなどについても、おにぎりやサラダを置いて
ほしいなど多くの意見をいただきます。それらの意見を話し合
う機会を設けさせていただきたいと考えています。

　APU Coopでもレジ袋の使用を控えようという取り組みを
学生団体のエコスと行っています。有償化については前向きに
考えさせてください。マイボトル・マイバックをもって行動す
るのは良いと思います。しかしお客様としてはペットボトル商
品を求めている方もいます。ペットボトル商品はニーズがある
ので販売しないと言うことは、直ぐには難しいと思います。

つぎに「総代交流会」があって、これは

総代会が行われる前に生協職員と生協学

生委員、総代が意見を交換したり、総代

を対象に意見要望を聞く場だよ。また三

つの組織が交流することで今後組合員の

運営参加や積極的な発言を促したりする

ことにつなげることが目的だよ。

総代会の後に行われる報告会は総代会

で出た意見を総代や組合員に報告する

とともに、職員さんの意見を参考にし

てこれから学生委員がどのような企画

をするかを総代と一緒に検討すること

ができる場でもあるんだ。

総代関連企画っていっぱいあるけどど

んなことをしているの？

そもそも「総代会」ってどんなことを

する場所なの？　

　夏号では5月25日にあった総代会について報
告しました。ですが実はその前後にも企画を行っ
ていたことをご存じでしょうか? 今回はそれらの
企画も含めて総代会で行われた質疑応答なども
抜粋してより詳しくご説明します! 

どんなこと
やってる？ 

事後報告 総 代 会 
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フェアトレード
　フェアトレードについて知ってもらい、社会的課題と触れ合うきっか
けを作る企画です！ 試食会を開くことでフェアトレード商品をより身近
なものと感じてもらい、社会的課題に関心を持ってもらえたでしょう！

金の糸　就活準備対策
　人生すごろくをやりながら、今までの人生を振り返って自己分析
をしました。普段やらないやり方で自己分析することによって自分
の得意分野とかを見つめ直して就活に繋げることが出来ました！

食生活相談会-style up project
　栄養士さんをお呼びし、食相談会や野菜クイズ、血管年齢
測定など様々なブースを用意しました。
参加者からは夏休みに向けて自分の食生活を見直す良い機会
になったと言う声が上がっています！

ランチボックス
　今回は一週間日替わりで栄養バ
ランスや季節の食材を考慮した期
間限定テイクアウト丼を考案し販
売しました！ “皿う丼”という野
菜がたっぷり乗った皿うどんなど
珍しいメニューも販売し全日程完
売☆次回もお楽しみに！

行列のできる健康相談所
　栄養士の方による食生活相談を主として、飲酒、喫煙など
健康に関するブースを9つ作り、回ってもらうことで自身の
健康について考え直してもらいました。特に実際に食品の模
型を選んでもらい栄養バランスを測るSATシステムでは多
くの方に楽しんでもらうことができました。また今回は睡眠
ブースを作り、組合員に睡眠不足や睡眠の質について考えて
もらいました。秋頃にも行う予定なのでみなさんもぜひ来て
みてください！

#Rmypeace 企画
　#Rmypeaceという企画を行いました。身近な平和をテー
マにSNSで写真コンテストを実施し、その後に全写真の展
示会を兼ねた平和ブースを設置しました。平和をテーマにし
たポスターなども作成し、「自分にとっての平和」について
考えてもらうことができました！

コープアップ会議
　5月25日に行われた総代会を踏まえ
た総代会事後報告会、コープアップ会議
が6月26日・28日の2日間で行われ
ました。総代会に参加出来なかった一般組合員も含め、職員
さんと有意義な意見交流を行うことが出来ました！

C-cube 夏祭り
　7月4日・5日に、生協学生委員会による夏祭りがC-cube
で行われ、夏祭りの定番メニューである焼きそばと冷やし
きゅうりを販売しました！ また参加者は娯楽ブースでヨー
ヨー釣りも体験出来ました！

オープンキャンパス
　オープンキャンパスで生協学生委員は、現役大学生による
相談ブースと未来の大学生のために食堂の案内をする役割が
ありました。相談ブースに関して、大学生の生の声をお届け
することに重きを置き、勉強をはじめ、バイトや遊び、日常
生活のさまざまな事柄について説明してもらうようなブース
を配置することにより、参加者の不安を少しでも解消できる
ように取り組みました。

国際交流企画
　学生団体TISAさんの協力のもと、異文化交流を目的とし
た国際交流企画を行いました。多くの留学生の皆さんには浴
衣を着てもらい、食堂にて意見交流を兼ねた食事会にご参加
いただきました。英語版のレジュメも使用し、生協の役立ち
情報や食堂の利用方法などを知ってもらう良い機会になりま
した！

ユニオンカフェテリアメニュー総選挙
　6月21・24・28日にユニオンカフェテリアメニュー総選
挙が開催されました。来春に販売予定の新メニューを選挙形
式で選んでもらい当選したメニューは今秋に実際に販売され
る予定です。参加者は240人を超え、大繁盛となりました！

春の健康チェック
　今年も健康チェックが6月14・18日に行われました。
病院から講師をお呼びして食意識の向上を促す講座を開いた
り、今回から新たに設置された熱中症対策ブースでは夏対策
として熱中症に関するクイズなども行いました！

給付申請忘れてないですか？運動
　衣笠・BKC・OIC の 3 キャンパス
合同で共済の給付金の申請忘れ防止と
いう目的でポスターとビラを作成！ 
ビラは一週間に渡って手配りしまし
た。また、各キャンパスへ順番に学生
総合共済のマスコットのタヌローが
やってきて「給付申請忘れてないです
か？運動」に協力してくれました！

無料トッピング企画
　ROSSOの魅力をもっと知ってもらうために、期間中に
ロッソのクレープを買った組合員さんが対象の企画です。
TwitterやInstagramなどのSNSで#ROSSO無料トッピ
ングというハッシュタグを付けて投稿するとトッピングが無
料になり参加者に楽しんでいただけました！

つながる京北フェア
　京北で採れた新鮮な夏野菜
を組合員さんに食べてもらう
ために、食堂で夏野菜カレー
という形で食べて頂きまし
た。また、購買ではクッキー
やカステラなどのスイーツを
販売し、京北の魅力を知って
もらうことができました！

自転車無料点検会
　6月11日に自転車無料点検会を実施しました。整備士さん
の点検に加え、初登場の飲酒ゴーグルブースは大好評でした☆
今回は給付事例の紹介など、みなさんにより共済を身近に感じ
ていただけたのではないでしょうか？ 秋にも乞うご期待！

夏祭り
　Unicoアプリの認知度向上と一般組合員に夏を大学内にて感じて
もらうために、一日限定で食堂にてわたあめやかき氷を提供したり、
射的やお菓子釣りなどの娯楽を楽しんでもらう企画を実施しました。

防災スタンプラリー
　今回の防災企画では消防署と連携を取り、「水消火器」を
使用するという初の試みを行いました。組合員に消防署から
お借りした水消火器を実際に触ってもらったことで、消火器
の使い方を知ってもらえたり、防災意識を身近に感じてもら
えることができたのが、とても良かったと感じています。

衣 笠

BKC

O I C
3

キャン

各キャンパス夏まで色々
な企画をやってきたね！
これからも楽しい企画が
いっぱいあるからみんな
参加してね！

組合員企画こんなの
やったよ！ 6〜8月編
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　その名の通り、ポ〇モ〇カードゲームのルー
ルを深く理解した人が持つ公式の資格。 初耳。

　ヤ〇ハ音楽振興会によるエレクトーン演奏の
演奏グレードを基にした検定。 こちらも初耳。

　ただいま全国で、特に女子に大人気のタピオカが一番人気で
した！ 確かに学祭で出しても大盛況になりそう！ 今のうちから
計画しないと先を越されちゃうかも!?

　お次は僅差でトルコアイスでした！ あのビヨ～ンと伸ばす面
白さ、学際で味わうと何割増しなんでしょう!? くれぐれも伸ば
しすぎて落とさないようお気を付けを。

　最後はこれまた僅差で定番のみんな大好き焼きそば！ 鉄板で
豪快に炒めた屋台の焼きそば、素朴なのにめちゃくちゃ美味し
いですよね、祭りには欠かせません！

　今年のアウターランキングは、ロングコー
ト、ダッフルコート、ピーコートとコート三銃
士が上位を独占しました！ ロングコートは数
年前から継続した人気で、手軽に雰囲気が出る
のも魅力の一つですね。 ダッフルコート、ピー
コートは昔から根強い人気の定番の型で、シル
エットがとてもかわいいです。 人と被りたく
ないなら今年はコート以外のアウターがイイ
かもしれません。

焼き芋、チーズドッグ、りんごあめ、クリームシチュー、
バカうまい唐揚げ、利益率の高いわたがし

　秋ということで衣替えという声が多く寄
せられた中、ただ一名だけ体型も衣替えし
たいという方が(笑) 私もおもう節がありま
して背筋が冷えました…。さらに人間関係
を新調したいという方も。あまり深入りし
ないでおきましょう…。

　ハロウィンにしたい仮装ランキングで堂々の１位に輝いた
のはコスプレ系です!! やはりド〇キなどで簡単に衣装が手に
入るようになったのが要因の１つなのでしょうか…。今年は
どんなコスプレが流行るのか、今からワクワクですね!!

　爽やかな石鹸系の香りと女性ら
しいフローラル系の香りとが男子
からは人気のようです。 もし香水
で悩んでいるなら、どっちかにす
ればモテモテかも!?

　女子からは石鹸系と柑
橘系の香りが人気のようで
す。 別に香水つけないよ、
というそこのアナタ！ ぜひ
この秋という機会に新たな
挑戦をしてみては!?

　続いて2位にランクインしたのはゾンビ系です！ ゾンビメイ
クの流行とともに広まった女の子に人気のある仮装ですよね。 
最近はとても完成度が高くて、ほんとに怖くてビクビクです。
でも、かわいい子のゾンビにならむしろ襲われたいかも…。

　そして3位にランクインしたのは軍隊系です！ SWOTとか
人気ですよね。私の友達も去年そのコスプレをしていて、網
タイツがとってもセクシーだったなぁ…。失礼しました。 今
年の秋は、軍服に身を包んでクールに決めるのもアリかも!?

※数字は生協学生委員会調べです。

の立命生 　さあ、今年も秋がやってきました！ 秋は、じりじり
とした暑さも落ち着き、過ごしやすく、何かに取り組
むのに適した季節。 なので秋には、〇〇の秋という言
葉がよく使われます。 ということで今回は、いろいろ
な秋についてアンケートをとってみました！

No.1　コスプレ系

今年のアウターは？

No.2　ゾンビ系

No.3　軍隊系

ハロウィンの秋
➡あなたが今年仮装するなら？

『香り』の秋
➡心惹かれる香りは？

学祭の秋 〜どんなお店、出したい？〜

『衣替え』の秋まとめ

今年も秋が
やって来た!!

聞いてみた！ ○○の秋

１位  タピオカ

２位  トルコアイス

３位  焼きそば

 １位
ロングコート

 2位
ダッフルコート

 3位
ピーコート

一票だけのマイナー意見たち

◆  ポ○モ○カードルール
　 エキスパート

◆ エレクトーン
　  グレード検定 ◆ 体型

◆ 人間関係

本音。
あなたにとっての秋とは !? 一大イベント！

編 集部が 選 ぶ !!  変 わり種回答
資格の秋 新調の秋

甘い系
13.3％

37.3%

16%

33.3%

33.8%

33.8%

23%

バニラ系

秋の味覚
の匂い

石鹸系石鹸系

フローラル系

フルーティ系フルーティ系

爽快系爽快系

柑橘系柑橘系

ジャスミン
の香り

甘い系
13.3％

37.3%

16%

33.3%

33.8%

33.8%

23%

バニラ系

秋の味覚
の匂い

石鹸系石鹸系

フローラル系

フルーティ系フルーティ系

爽快系爽快系

柑橘系柑橘系

ジャスミン
の香り
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　秋といえば読書ですね！ 読書の秋ということで、普段本に全く触れない人も
本を読んで秋を満喫しましょう！ 今回は映画でも有名な本を2作品紹介します！ 
本の中には映画化したもの、逆に映画から書籍化されたものもあるので、本が苦
手な方は映画と並行して読んでみるのも面白いのではないのでしょうか！

　インパクトの強いタイトルに惹かれまし
た。この本の読んで学んだことは、1日1日
を大切にしなければならないということで
す。病気なのにもかかわらず、何事にも全力
で天真爛漫に生きる女の子の姿から1日がど
れほど大切か知りました。このように、この
本のみでなく他の本からも学べることも沢山
あるので、是非いろいろな本を手にとってみ
てください！ （R.Oさん）

　もしも過去に戻り誰かに会えるとしたらあな
たは誰に出会いますか？この小説ではとある喫
茶店でコーヒーが冷めるまでの間に過去に戻る
ことができ、今までに自分と関係のある人、家
族や友人や恋人などと出会うことが出来ます。
この作品は人との出会いの大切さを教えてくれ
る感動作品となっています！ （S.Yさん）

君の膵臓をたべたい
住野よる

コーヒーが冷めない
うちに
川口俊和

学生総合共済
　蒸し暑い夏が終わって涼しい秋が到来しましたね！ 長い夏休みが終わり、いよいよ大学生活が本格
的に再開します。皆さんは怪我や事故にあった時に学生総合共済の保証制度が役立つことをご存じで
すか？ 立命館大学では生協学生委員会による共済に関連した企画を各キャンパスで実施しています！ 
そもそも共済とは何か知らないという人も多く、普段共済について考える機会も少ないと思うので、
是非企画に参加してみてください！ そして、今年度からは学生総合共済が、新共済という新しい共済
制度に変わりました！ すでに既存の共済に加入している人も、新共済の加入手続きを忘れないように！

この秋も健康をテーマにした企画が目白押し！

　体験ブースや栄養士さんとの相談を
通して、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！ 企画に参加して夏休みで乱れて
しまった生活習慣を楽しく見直してみ
ましょう！
(食生活相談会ーstyle up projectー11月)

　実は、給付事例の中ではスポーツによる事故が一番多いのです！ スポーツの秋ということ
で部活動やサークルに力を入れる人が多いですが、大きなケガには気を付けたいですね！

サーフチームの部活中に浅瀬で足
をついたところ、ウニのトゲを踏
んでしまった。

給付事例 ❶ 給付事例 ❷

　実際に栄養士の人に来てもらい、健
康的な生活習慣や食生活を見直せま
す！ また、血圧や血管年齢を測定して
自分の今の健康状態を把握できます！ 
この機会に自分の健康状態を確認して
みてはいかがですか！
(秋の健康チェックー 11月)

　日頃から自転車の点検をしてないと
いうあなたに！ この企画ではプロの
整備士さんを呼んで無料で自転車点検
をしてもらえます。点検以外にもさま
ざまなブースを準備しているのでぜひ
参加してみてください☆
(自転車無料点検会ー 11月)

OICBKC衣笠

読書コーナー

入院3日、通院9日：

48,000円の給付
入院6日、通院14日：

88,000円の給付

バスケットボールの練習中、ゲー
ムで相手がもっていたボールをと
ろうとして接触。指の腱を切断。
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9月20日の「日本VSロシア」戦を皮切りに、ラグビーワールドカップ日本大会が開幕しま

した。APUがある大分県でも準々決勝 2 試合を含めた5試合が、大分市・大分スポーツ公園

総合競技場（昭和電工スタジアム）で開催されます。

世界ランク1位のニュージーランド、同4位のオーストラ

リア、同 7 位のウェールズ、同10位のフィジー（2019年

８月時点のランキング）など、強豪国の試合が目白押しです。

今回の出場20 ヵ国中15 ヵ国からの留学生（学籍上は英

国を 1 ヵ国としているので、W杯での出場国数とは異なり

ます）がいるAPU。大分県内はもちろん、APUキャンパス

でもラグビーワールドカップ日本大会は大いに盛り上がって

います。

「一生に一度が大分に」「ONE RUGBY! ONE OITA!」

私もひとこと

あ〜る　  ゆ〜　  し〜

No.231
（非売品）2019年10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

今月の

　ひとことカードは、立命館大学で学生生活を送る組合員のみなさんの意見や要望に応えるために生まれたカードです。
普段過ごしていて気になることや「あれを置いてほしいな〜」「こうなってほしいな〜」と思うことがあればぜひぜひ！ 
ひとことカードにその意見を書いてみてください！ あなたの意見や要望が実現するかもしれません！ カードは各キャ
ンパスの購買や食堂の近くに設置してあります！ みなさんひとことカードを活用してみてください！

　九州限定のアイスが衣笠で手に入る！ 

九州出身の学生にとっては朗報ですね！ 

地元限定のアイスを置いてほしい方は

カードを書くと良いかもしれませんね！

　夏といえばアイス！ アイスといえばガ

リガリ君！ 生協店舗に是非欲しい一品で

すね！ 残暑が残る秋も定番アイスを爆買

いして乗り切ってみてはいかがですか！

　笑顔のミニオンのイラストがとてもか

わいいですね！ このようなスタッフさ

んへの応援、感謝コメントもお待ちして

おりますよ～ !!

利用の仕方 場　　所

APU　CO-OP報告

2019年度　第 2 回理事会

2019年6月17日（月）18時30分～ 20時15分  
出席理事17名　出席監事 7 名

»主な報告事項
・ 各キャンパスの組織活動や、今春の新入生数および生協加入

状況などが報告された。
・ 労働基準監督署是正勧告と対応、労働組合との春闘状況につ

いても報告があった。

»主な審議事項
・ 総代会の振り返りを行い、2019年度中の具体化方針につい

ては継続審議とした。
・ 役員報酬規則、正規職員定年再雇用者規程の改定が承認された。
・ 役員報酬については検討委員会より提案があり、提案通り承認された。

2019年度　第 3 回理事会

2019年 8 月 2 日（金）18時30分～ 20時07分  
出席理事18名　出席監事７名

»主な報告事項
・ 組織活動のほか、総代会後の取組が始まったことの報告があった。

・ 全学協議会代表者会議の参加報告と合わせ、キャンパスごと
の設備課題の検討状況が報告された。

»主な審議事項
・2020年度新学期方針が提案され、継続審議となった。
・ 衣笠の理髪店閉店、および至徳館トラベルの営業時間変更に

ついて承認された。
・APU地区の臨時職員給与規程の改定が承認された。

2019年度　第 4 回理事会

2019年 9 月19日（木）18時30分～ 20時00分  
出席理事20名　出席監事５名

»主な報告事項
・ 学生委員会の組織活動のほか、上半期決算が報告された。
・ 「10月からの消費税改定の対応」「全学協議会報告」、総代会

後の取組として「レジ袋削減・どんぺり回収」が報告された。
・学園アルバムの写真掲載もれについて状況と対応が報告された。

»主な審議事項
・2020年新学期方針について審議・承認された。
・ 「定年職員の再雇用新制度制定」「定時職員時給改定」「懇親会

会費補助の改定」が審議・承認された。

理 事 会 報 告

各キャンパスの食堂や購買近くのひとことカー
ドが置いてあるところからカードを取ろう！➡

みんなが普段感じていることや要望、意見をひ
とことカードに記入して、カードの近くにある
箱に投函しよう！ ➡

お店からの返事を待とう！ 要チェック‼

　国内学生の留学記が続いていたAPU便りですが、今回は「大分に海外からのお客さんがたくさん！」というラグビー
の話題が届きましたよ〜。

大分県では「One Rugby、One Oita
大作戦」が展開されています

別府駅前の油屋熊八氏（別府を一大温
泉観光地にした実業家。銅像があるの
です）もラガーマンに変身したようです

ラグビーワールドカップ日本大会

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
★OIC Shop入口

★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
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