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件の催しで地域と学生が連携
合計９つの学生団体が活躍しました

④８月１８日 （日）
岡崎北御所町南部子供会 「地蔵盆」
①８月４日（日）
× 京都学生祭典おどり普及部
伏見いきいき市民活動センター
毎年の地蔵盆で学生に依頼を出さ
「第１回伏見いきセン子どもフェスタ」 れている子供会。 今年は京都学生
× 京都大学リコーダー同好会
祭典が京炎そでふれの披露と、 衣
リコーダー同好会が子どもフェスタ 装の着付け
で、 ステージ発表とブース出展を担 体験、 楽器
いました。 ブースではリコーダーにま 作りワーク
つわるクイズ
ショップを行
を提供。 子ど
いました。
も達とわいわ
い交流がうま
⑤⑥８月１８日 （日）
れていまし
西花池町 「町内会地蔵盆」
た。
三軒町東部 「地蔵盆」

⑧８月２４日 （土）
池ノ内東町内会 「地蔵盆」
× マジックサークル FLIPPERS
マジックとジャグリングの披露をし、
子どもも大人も楽しめる内容でした。
大きな技が決まるたびに、 歓声や
拍手が沸き起こり、 ショーの後はス
テージに子
どもたちが集
まってきて、
ＦＬＩＰＰＥＲＳ
がアンコー
ルにも応え
ていました。

× 京都学生折り紙サークル colorful
折り紙サークルは、 この日２つの
②８月１７日 （土）
地蔵盆で活躍しました。 西花池町で
伏見第三桃山住宅自治会 「夏祭り」 は、 リクエストに応えて超難関のマー
× 立命館大学クラシックギタークラブ ガレットに挑戦。 三
× 立命館大学落語研究会
軒町東部では、 数
数年ぶりに開催されたという夏祭り 珠廻しやかき氷の時
で、 2 団体が 1 時間ずつステージに 間も子ども達と一緒
出演しました。 クラシックギターの演 に楽しみました。 子
奏には、 アン どもたちから 「また、
コールが、 落 来年も来てな～」 と
語には笑い
言われていました。
がおこって
いまし
⑦８月１８日 （日）
た。
聖護院西町 「2013 年地蔵盆」

⑨９月８日 （日）
京都市南青少年活動センター
「フリマーケット in みなみ」
× 京都教育大学吹奏楽部
むすぶネット初登場！京都教育大
学吹奏楽部。 「吹奏楽部」 と聞くと、
大人数での演奏をイメージされる方
も多いか
もしれま
せんが、
今回は５
人がス
テージに
登場しま
した。 子どもから大人まで、 リズム
をとったり、 歌ったりと盛り上がって
いました。

×volunteer team CSA
× マジックサークル FLIPPERS
この地蔵盆では２つの団体が活
躍！ CSA （シーサー） はエコキャン
ドル作りを担当し、 カラフルなキャン
ドルを作成しました。 マジックは子ど
も達から 「な
んで？？」 と
大きな歓声が
上がっていま
した。

取材にご協力いただいたみなさん、
ありがとうございました。
詳しい取材記は学生Ｐｌａｃｅ+ の web
ページに掲載しています。 また、
各団体からのコメントはむす
ぶネット web ページの 「実
績の紹介」 に掲載中！ぜひ
チェックしてください。
取材のご協力、
ありがとう
ございました。

③８月１８日 （日）
垂箕山町みささぎ会 「地蔵盆」
× アカペラサークル clef
サークルの中から 「たまごかけご
はん」 という 4 人組のグループが出
演。 みんな
が知ってい
る曲もあり、
さわやかな
歌声が響き
ました。

機能を使いこなしてもっと連携しよう！
学生サークルと地域団体が双方に情報を発信でき、 より多くの連携が生まれることを願って、
2012 年度より 「提案」 機能の運用を始めました。 学生サークルが自分たちの出来ることを登録し、
地域団体に直接活動をアピールすることができます。
もっとこんな特技を活かしたいと思っている学生サークルは、ぜひその特技を地域団体に「提案」をしてみてください。 また、
毎月の催しでネタに困っている…、 毎年の行事にそろそろ新しい風を吹き込みたいなどと考えている地域団体は、 まず登
録している 「活動目的 ・ 内容」 に、 どのような催しをしているのか追記し （例 ： 春歓迎会、 秋●○祭り）、 学生からの提
案を受け取ってみてください。

～提案から連携成立までの流れ～
提案

学生団体・
サークル

学生団体のみなさん。
積極的に地域団体に
学生団体から、地域団体へ活動を提案します。
活動をアピールして
ください！
例）××演奏会、○○教室、□□□ワークショップ

地域の団体

学生団体と地域団体はそれぞれ1回ずつメッセージを送信することができます。
例）
学生：活動内容を読みました。ぜひ貴団体が●月に開催されている××に出演させてください！
地域：いい取り組みですね。●月の催しを現在企画中です。お願いするかもしれません。
また、依頼を出しますね。
※地域団体のうち、団体名称公開の設定を「非公開」にしている団体は、学生団体からの提案を
受け取ることはできません。
催し登録

＆
依頼

学生団体・サークル

相談

学生団体・
サークル

連携成立

地域団体のみなさん。
提案を受け取ったら、
ぜひ催し / 依頼の参考
にしてください！
地域の団体が、学生から受けた「提案」を参考に催しを
企画し、依頼を出したり、既に登録している催しについ
て、学生団体へ連携を依頼します。
日程を調整することも可能です。
地域の団体 依頼を出してから、

連携に向けて相談・打合せを行います。
地域の団体

※連携は、両団体の同意により成立します。

登録団体 （2013 年 9 月 15 日時点）

43
28

地域団体数
学生団体数
歌 ・ 演奏

団体 （非公開 ・ 休止中含む）
団体

・ 京都教育大学吹奏学部
・ 京都産業大学神山交響楽団
・ トーンチャイムサークル JoyousBells
・ 立命館大学クラシックギタークラブ
・ 京都大学リコーダー同好会
・ アカペラサークル Clef
・ 立命館大学邦楽部
・ 同志社雅楽会
・ 同志社大学ゴスペルクワイアー Joyful-Joyful
・ 立命館大学交響楽団
・ 立命館大学 JAZZ CLUB
・ 立命館大学マンドリンクラブ

写真 ・ 映像

※提案機能の詳しい操作方法は、 むすぶネットホーム
ページに掲載している利用マニュアルをご覧ください。

文学 ・ 文芸
・ 立命館大学書道部

踊り ・ ダンス
・ 同志社タップダンスサークル ShimSham
・ 京都学生祭典おどり普及部 （京炎 そでふれ！）
・ フラメンコクラブ Las☆Estrellas

茶道 ・ 華道
・ 立命館大学茶道研究部

手品 ・ 大道芸
・ マジックサークル FLIPPERS

落語 ・ お笑い
・ 落語長屋
・ 立命館大学落語研究会

演劇 ・ 人形劇

・ 立命館大学写真部

・ 人形劇団ふうせんのり
・ World Citizen Organization＜休止中＞

美術 ・ 手芸 ・ 工芸

囲碁 ・ 将棋 ・ ゲーム

・ 京都学生折り紙サークル

・ 京都産業大学囲碁 ・ 将棋部

