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ニュースレター
２０１３年１２月号
9 月 16 日〜 12 月 20 日に
5 件の連携活動がありました！
①１０月１９日（土）
きょうとＮＰＯセンター 「未来まちづくりフェスタ」
× 立命館大学写真部
新風館を会場に開催された未来まちづくりフェスタに
て、 写真部が写真記録係として活躍しました。 ブース
出店や、 ステージの様子、 またフェスタが始まる前の
準備の様子まで様々なシーンを写真に収めました。 こ
のフェスタ前には、 依頼撮影に 1 人で向かうのは初め
てという 1 回生メンバーに、 先
輩メンバーから 「沢山写真を撮
れば必ずいい写真があるから大
丈夫だよ！」 とアドバイスもあっ
たとか。 地域団体の方からは、
たくさんの写真を撮ってもらって
助かったとコメントしていただき
ました。
②１１月１０日 （日）
京都市西賀茂児童館 「バザー」
× 京都大学リコーダー同好会
バザーのステージでリコーダー同好会がリコーダーの
合奏を披露しました。 ピタゴラスイッチの曲から始まり、
子どもたちは大喜び！演奏の合間には、 学校ではな
かなか見ることのない珍しいリコーダーの紹介や、リコー
ダーの名前を当てるクイズもあり
会場が盛り上がりました。 地域
団体の方からは 「子ども達に
喜んでもらえてよかった」、 学
生サークルからは 「地域の役
に立ててうれしい」 というコメン
トをもらいました。
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むすぶネットでは初めて
となる、「クリスマス会」
での連携も生まれ
ました。
④１２月１４日 （土）
飛鳥井ワークセンター 「クリスマス会」
× 京都学生祭典おどり普及部 （京炎そでふれ！）
飛鳥井ワークセンターのクリスマス会で、 京炎そでふ
れ！が活躍しました。 踊りの披露だけでなく、 京炎そ
でふれ ! メンバーが考えた、 クリスマスクイズ大会でも
大盛り上がりでした。 最後に、 メンバーが会場のみな
さんに京炎そでふれ！の簡単バージョンをレクチャー
し、 みんなで踊りました。 会場にいる多くの人が音楽
に合わせて踊り、 窓ガラスが曇
るほど、 熱気に包まれていてい
ました。 地域団体の方は、 出
し物をしてくれる人を探していた
ので、 来てもらって本当によか
たったとおっしゃっていました。

取材のご協力、
ありがとう
ございました。

⑤１２月１４日 （土）
エル ・ パークスクエア京都鴨川町内会 「冬の交流会 （クリ
スマス会）」 × マジックサークルＦＬＩＰＰＥＲＳ
町内の交流会でマジックとジャグリングを披露したＦＬＩ
PPERS。 クリスマスツリーが飾られた会場には、 小さな
子どもさんから大人の方まで多くの
方が集まっていて、ＦＬＩＰＰＥＲＳが
披露する技に歓声や拍手が沸き起
こっていました。 大人の方が思わ
ず 「おお！」、 「ええっ ?!」 と声が
もれていました。 会場全体を巻きこ
んだマジックもあり大変盛り上がりま
した。 地域の方からは、 「思ってい
③１２月１日 （日）
京都市南青少年活動センター 「フリーマーケット in みなみ」 た以上の出来だった」 とのコメント
× 京都大学リコーダー同好会 をいただきました。
こちらの催しでも京都大学リコーダー同好会が活
躍！昨年度もこのフリーマーケット in みなみに出演した
リコーダー同好会。 今回はさらにバージョンアップして、 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。
リコーダーの合奏だけでなく、
詳しい取材記は学生Ｐｌａｃｅ+ の web ページに
民謡は一緒に歌を披露しまし
掲載しています。 また、 各団体からのコメント
た。 他にも子ども達にもおなじ
はむすぶネット web ページの 「実績の紹介」
み、 トトロの曲などもあり、 優
に掲載中！ぜひチェックしてください。
しい音色に多くの拍手がうまれ
たそうです。

むすぶネット活用のコツ

今回は、 連携活動をよりスムーズにするための
ポイントをご紹介します。 ぜひ参考にしてみて
ください。

地域団体のみなさまへ
①早めに依頼する！
学生のスケジュールは意外と忙しいです！！依頼を出す際は、 各学生サークルが設定している 「申込期限」
を参考に、 早め ・ 早めに依頼をしてみてください （最長８週間前を期限にしているサークルもあります）。

②複数の学生サークルに依頼をしてみる
複数の学生サークルに同時に依頼をだすことも可能です。 気になる複数のサークル
に依頼を出し、 協議の中で最終的に連携するサークルを決定することも検討してみ
てください。※この場合、 依頼を出す際にコメントに学生サークルにひと言 「複数への
依頼の中から決定しようと思っている」 旨を添えていただくと、 学生も心づもりができます。

学生サークルのみなさまへ
①返信は出来るだけ早くする
依頼を受けた際には、 瞬時に通知用アドレスに依頼があった旨を伝えるメールが届きます。 速やかに依頼を確
認し、 すぐに連携できるかどうか分からない場合は、 いつまでに連携の可否が分かるのか連絡しましょう。 また、
お断りする際も分かった時点ですぐに返事をしましょう。 （なかなか返事がないと、 地域団体の方は予定がたちま
せん！） どうしても連携することができなかったとしても、 丁寧な対応をすることで次回の連携につながるかもしれ
ません。

②提案機能を活用する！団体情報を見直す
特にまだ依頼を受けたことがない、 という学生サークルさん。 団体情報は新しい情報になっていますか？連携
のイメージしやすい内容になっていますか？自分たちは、 地域の催しでどんな事ができそうか、 どんな雰囲気の
サークルかなど地域団体の人に伝わりやすいような登録になっているかどうか見直しましょう。
また、 提案機能を使って具体的に何ができるのかを地域団体へ直接送ってみることで、 依頼を受けるチャンス
が増えます。 ぜひ活用してください。

登録団体 （2013 年 12 月 20 日時点）

47 団体
29 団体

地域団体数
学生団体数
歌 ・ 演奏

（非公開 ・ 休止中含む）

・ 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

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

囲碁 ・ 将棋 ・ ゲーム

・ 立命館大学写真部

・ 京都産業大学囲碁 ・ 将棋部

美術 ・ 手芸 ・ 工芸

その他

・ 京都学生折り紙サークル

・ 京都産業大学 天文同好会

