Vol.10

つくってみよう！！

特集 ： まちがキャンパス

お申し込みはセンターまで！！

2018 年度のぞいてみよう！おおつの市民活動体験講座

〜地域に開かれた大学〜

☆ひょうたんでランタンづくり
10 月 27 日（土）10 時〜 12 時
会場：大津市野郷原２-３-７

By NPO 法人あめんど

☆チョコレートから世界を見てみよう〜カカオ豆からつくるチョコレート〜
11 月 10 日（土）13 時〜 15 時
会場：大津市中央 1 丁目 9-3

リュエルしなやか内

By 大津でサスティナブルな国際交流を考える会

やってみよう
秋のウォーキングを楽しむコツ

大津の暮らしのなかにある
「Check it out（注目！見逃さないで」）
なヒト・モノ・コトを発信する情報誌

大津市ウォーキング協会

表紙イラスト：

代表

酒井恒太郎

日頃、運動不足で健康のために、何か始めたいと思っておられる方は、気軽にできる
ウォーキングに挑戦してみませんか？
ウォーキングは、全身の筋肉を使う有酸素運動です。まず、背筋を伸ばして立ち、あ
ごを引いて胸を張り、少し大股、早足で歩き、軽く曲げた状態の肘を足の動きに合わせ
て振るのが基本フォームです。
ウォーキングを始める前に、まずストレッチなどの準備運動をし、筋肉をほぐしてか
ら歩き始めると良いでしょう。また、体調の悪い日は無理をしないことも大切です。
ウォーキングシューズは、普段履きのスニーカーやランニングシューズではなく、
ウォーキング用を選んだ方が、安定性があって歩きやすく、膝への負担がかかりにくく
なります。サイズは、つま先に余裕があるもの、足幅がきつくないもの等、違和感なく
歩けるシューズを、実際に履いてみて選びましょう。
ウォーキングの楽しみ方は、人それぞれですが、自然への関心が深まったり、心が癒
されたりすることも魅力のひとつです。自分の目的や楽しみを見つけ、この秋からウォー
キングを始められてはいかがでしょうか。

川村昌子

11 月 18 日 （日） 10 時～ 明日都浜大津に集まれ～～～♪

8 月の絵画展募集から始まった、 大津 ・ SDGｓ協働推進プロジェクトもいよいよ本番！

大人も子どもも楽しめる
場所：ガス灯広場

http://movementotsu.com/SDGs/SDGs.festa.html

フード＆ドリンク

10:00 〜 13:00

SDGｓカレー誕生秘話

OKiDoKi English

大津 ・ SDGs フェスタ 明日都浜大津
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今秋、 完成したばかりの
「SDGs カレー」 が
11 月 18 日のフェスタに
登場します！！

食べ物ブースがたくさん！！

https://www.youtube.com/watch?v=Yfwexdl17uI#action=share

Hello!

ঞॵ५থ৻؟

ভৃ؟ଘপஸڭమ
সपঞॵ५থखथःऽघ؛

TEL:

077-535-1743قय़কঞঝك

立命館大学
SustainableWeek 実行委員

遊

SDGs カレーをはじめ、担々麺、チヂミ、キムチ、おにぎり
タコライス、コロッケ、クッキー、コーヒー、ジュース

体験・遊びで感じる SDGs ！
・PIKAPIKA アニメーション

コープ自然派の試食

QR コード

10 時〜 30 分ごとに受付開始
説明込み 1 時間ほどで作成できます
みんなで一つのものを作る喜び
目的を達成する！を疑似体験できる
ワークショップです。

学

etc.
おいしそう〜♪

アニメーションリンク

食

SDGs

フェスタ

もっと知りたい！ SDGｓ
場所：4 階ふれあいプラザ
・SDGs 講演会：講師

高橋宗瑠氏

（元国連人権高等弁務官事務所パレスチナ副代表
ビジネス人権資料センター駐日代表）

・環びわ湖大学・地域コンソーシアム表彰式
SDGs とは、国連で 2015 年 9 月に国際社会

・可愛くて丈夫♪使えるエコバックづくり

が 2030 年までに貧困を撲滅し、環境や人

権など世界で直面している様々な課題解決

と持続可能な社会を実現するために設定し

・手回し発電！電車でＧo ！！

た 17 のゴール

（持続可能な開発目標：Sustainable Development

・ぬりえ看板

Goals）です。

あなたの「ぬりえ」が
看板に？？

14:00 〜 16:00

Sustainable Week2017 を実施

上田隼也さん・和田純也さん・
亀石弥都さん・安里ゆいさん

昨年、びわこ・くさつキャンパスを一万人規模の「小さな地球」に捉え、

日本初、学生主催の SDGs 体験型イベントとして、大学に所属する
27 の学生団体 700 人が企画に携わり、SDGs の 17 の目標に向けて 21 の
企画が行われました。イベント実施後学生のアンケートで SDGs が学内
でもあまり知られていないことや、留学生や外国人が気軽に参加できる
企画がなかったことの反省を活かして、学内の SDGs をもっと広め 、留
学生も参加しやすいイベントにしたいと思い、≪宗教の違いを越えて誰で
も食べることができる≫をコンセプトに企画。
３月に行われた「大学 SDGs

ACTION ！ AWARD 」（朝日新聞社主催）

でグランプリに選ばれました。
今年の Sustainable

Week2018 10 月 14 日〜 16 日
テーマは「SDGs×Food」

アレルギーや宗教、そして障害者の働く場所や機会としての SDGs
③④⑧⑩⑪⑯⑰を複合的に絡めた SDGs カレーの販売を目標としている。
最近、日本でもハラル商品について取り組んでいる企業があるが、
「もっと学生目線にこだわって進めていきたい」と上田さん。
常に学生のパワーを活かしたイベントづくりそして SDGs カレーの進化
を目指している。

発行：大津市市民活動センター
〒520-0047
大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津 1 階
開館時間：9:00 〜 22:00 休館日：年末年始
TEL：077-527-8661 FAX:077-527-8662
HP：http://www.movementotsu.com
編集後記：
沢山の方々にご協力いただき、ありがとうございました。
今後にぜひ繋げていきたいと思います。（O）
皆様、お忙しいなかご対応ありがとうございました。（K）
ちぇけら vol.10 編集：岡田由布紀・北野佳子

・〜地域に開かれた大学〜
・ ・ ・
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大学
形
造

▲イラストレーション領域
２回生・玉田日奈子さん

●ちま吉くんとレッツダンス♪
〜 Youtube 動画でちま吉くんを PR 〜
大津祭の PR キャラクターとして知られる ちま吉
くん 。2007 年に成安造形大学の学生の手によって
誕生しました。同大では毎年 ちま吉プロジェクト
が実施されており、今年は「ちま吉くん」「露店ワー
クショップ」「広報」「ちま吉 BINGO!」などの各担当
チームに分かれ活動しています。
「もともと Youtube が好き」と話す玉田日奈子さん。
今年、Youtube 動画 ちま吉チャンネル を作成し
ました。「ちま吉くんと子どもたちが触れ合う機会を
もっと増やしたい」と、ダンス動画の作成を発案。振
付けはチームのみんなで担当し、子どもでも簡単に踊
れる振付けと、楽しい音楽がマッチしています。

「受託連携事業」「プロジェクト授業」「学生クリエ
イター制度」の３部門で、企業や公共団体からの依頼
を受けることも多いという同センター。学生クリエイ
ター制度では、課外活動や授業で学んだことを活かし
て、大学に居ながら社会での活躍を実践的に体験でき
るしくみになっています。

大学の２階にある図書館は、最初に利用者登録す
れば一般の方でも入ることができます。約９万冊の
蔵書があり、ぜひ地域の方にも利用していただき、
自分の世界を広げ「知の宇宙を楽しんでください」
と話される深尾図書館長。
「ベーカリー塾」の学生によるナカマチ商店街で
のパン販売」、浜大津こだわり朝市への出店、大津
プリンスホテルでのケーキ展示など、学生の経験や
学びになり地元活性化にも貢献しています。
●子育て支援スポットとしての役割

▲滋賀短大の学生さん
・ベーカリー塾の様子。

「秋はちま吉くんのスポーツ動画も撮ってみたい」
と楽しいアイディアも。Youtube「ちま吉」チャン
ネルをぜひチェックしてみてください。また、９月
15 日に行われる「ちま吉 BINGO! 出発式」以降はち
ま吉くん関連の楽しいイベントも盛り沢山。詳しく
は「ちま吉ウェブサイト」をご覧ください。
⇒http://chimakichi.com/nc/
● 芸術による社会への貢献 実践の場
―地域連携推進センター ちれん

▲地域連携推進センター
・寺井陽子さん

滋賀 大学
短期

●施設を開放、学生は地域に

乳幼児総合研究所の取組みは今年 16 年目。「すみ
れがーでん」は、地域に開かれた子育てスポットと
して定着しています。親子料理教室、学生による催
しや絵本読み聞かせや親子活動支援など多彩な活動
を行っていて、入園前の乳幼児の親を支えています。
「ぽっぽがーでん」は、すみれがーでんに参加し
ている親子対象に、子どもが遊ぶ姿が見える部屋で
交流ができ、2・3 歳児の親子は学内の中庭にある
砂場を利用できます。
「すみれがーでん」について、詳細はホームペー
ジをご覧ください。⇒
http://www.sumire.ac.jp/tandai/news/sumire/

●学生と職員との共同運営で、
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学生自身が企画・コーディネート。
龍谷大学ボランティア・NPO 活動センターでは
ボランティア活動を通じて、相互に学び合うサービ
スラーニングという共生の理念を具現化し、教育理
念に寄与することを目的として設置されています。
学生スタッフと職員との共同運営を行っており、
80 名程の学生がスタッフとして登録しています。
また、東日本大震災被災地の宮城県石巻市雄勝町へ、
毎年 復興支援ボランティア活動を継続しています。
●知的障害のある人も輝く！
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▲びわスポキッズフェスティバル
昨年の様子

●琵琶湖と比良山系にはさまれた美しい環境の中、
高度な専門性と教養を養います。
恵まれた環境と広々とした運動場やスポーツ施設を
もつ、びわこ成蹊スポーツ大学は、新しいスポーツ文
化の創造に向け、日々のスポーツや健康に関するニー
ズに応え応援することのできる豊かな人材を育成し、
広く社会に役立てています。
また地域に対しては、アクアセンター、トレーニン
グルームなど、施設の一般開放を行っています。（利
用の詳細とお申込みはホームページをご覧ください。
⇒http://biwako-seikei.jp/regional/public/）
●びわスポキッズフェスティバル
子どもが、よりよくスポーツを習得するには旬があ
り、その年代の子どもたちの スポーツの芽 をしっ
かりと育む取組みが びわスポキッズプログラム で
す。「バランス」「リズム」「タイミング」の３要素を
運動プログラムの中に取り入れ、幼稚園の巡回指導や
びわスポキッズフェスティバルなどを実施していま
す。（問合せ先：ポーツ開発・支援センター
077-596-8446）

スペシャルオリンピックス
▲ボランティア・NPO 活動
センター・國實紗登美さん

▲理工学部２回生
・中川和謙さん

知的障害のある人もスポーツを通して家族や他の
アスリート・地域の人々との友情を深めたり才能や
技能を養う スペシャルオリンピックス 。昨年度、
スペシャルオリンピックス日本・滋賀 から「学
生と知的障害のある人との交流の機会を」と相談を
受け、学生たちが「運動会」のプログラムを企画し
ました。昨年から運動会の運営メンバーに関わる中
川和謙さんは「大学生になるまでは障害を持つ人と
関わる機会が少なく、どう関わったら良いのかわか
らなかったのですが、（知的障害のある）アスリー
トの方から話し掛けてくれ、接しやすいイメージに
変わりました。他の学生にも、障害の有無に関らず
一緒にスポーツする楽しさを知ってもらえたら」と
話されていました。
今年の運動会は 11 月におの浜ふれあいスポーツ
センターにて開催されます。一般参加は受付けてお
らず龍大生向けの開催ですが、心のバリアを無くし
ていくための取組みとして、注目です。「スペシャ
ルオリンピックス日本・滋賀」についての詳細・お
問合せは左記サイトをご覧ください。
⇒http://www.son-shiga.jp/

みどころ情報♪

☆龍谷大学 瀬田キャンパス
（大津市瀬田大江町横谷 1-5）
『龍谷祭』10/27（土）・28（日）
／ JR 瀬田駅より帝産バスで 10 分
【問】077-543-7734 または
https://ryukoku96th.jimdofree.com/
●「吹奏楽体験スクール〜音楽と触れ合お
う〜」11/18（日） ●「野球教室」12/1
（土）いずれも参加費 600 円
【問・申】http://rec.ryukoku.ac.jp/

☆びわこ成蹊スポーツ大学
（大津市北比良 1204）
『びわスポ祭〜びわこ日和〜』10/27（土）
／ JR 比良駅より送迎バス（無料）約５分
【問】077-596-8430

☆成安造形大
（大津市仰木の里東 4-3-1）
『響心祭〜２日間だけの魔法〜』10/7（日）
・８（月祝 ) ／ JR 湖西線おごと温泉駅下
車、滋賀銀行前専用バス停よりスクールバ
ス乗車約 10 分
【問】daigakusai@seian.jp
●「暮らしのかたち―びわ湖の生業」10/27
（土）（10/12〆）●「受け継ぐかたち―びわ
湖真珠のもつ潜在能力に迫る」11/10（土）
(10/26〆）※有料・要申込／ 10:50 〜 12:20
【申】http://www.seian.ac.jp/public

▲びわこ成蹊スポーツ大学
・昨年のびわスポ祭の様子

☆滋賀短期大学
（大津市竜が丘 24-4）
『純美禮（すみれ）祭』11/3（土祝）・4（日）
／ JR・京阪膳所駅より徒歩 15 分
【問】077-524-9077
●淡海文化講座 参加費：無料
●こども講座 参加費：1000 円（材料込程）
※日程等、詳細はお問合せください。
【問・申】077-524-3605（地域連携教育研究
センター）

☆滋賀医科大学
（大津市瀬田月輪町）
『若鮎祭〜 Are You Happiiiii? 〜』10/27（土）
・28（日）
●映画・ドラマ「コードブルー」のモデル医師
講演会「ドクターヘリ救急隊の実態」10/27（土）
15:00 〜 16:30 ／参加無料／申込不要
●滋賀医科大学体験授業「基礎看護学講座」
10/27（土）11:00 〜 12:10 ／参加無料／申込不要
【問】077-548-2071

☆滋賀大学教育学部
（大津市平津 2-5-1）
『紫雅祭』11/3（土祝）・4（日）／ JR・京阪
石山駅または京阪石山寺駅よりバス乗車「滋賀
大前」または「滋賀大正門」下車
【問】077-537-7704

▲滋賀短期大学
・昨年のすみれ祭の様子
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