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2017 年 1 月 29 日 ( 日 ) 9:20~12:00 頃

NEWS 報告会を開催します STEP 3

（受付／ 9：00 ～）

2016 年度 地域エンパワねっとⅡ

報告会のご案内

　龍谷大学「大津エンパワねっと」は、社会学部の学生と地域
が協働してまちづくりに取り組むプログラムです。今回は、
2016 年 4月より活動しているエンパワねっと 9期生が地域の皆
さんと 1年かけて取り組んできた成果を報告いたします。地域
の皆さんとともに「課題発見→解決→共有」してきた内容を再
確認し、”学生力 ”と ” 地域力 ” を相互に高めあいながら地域社
会がより元気になるための土壌づくりができればと願っており
ます。たくさんのご参加をお待ちしております。

  【日時】

【参加費】 無料 　【対象】 まちづくりに関心のある方や学生
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※②大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ･･･2017 年度前期からはじまる「社会共生実習（地域エンパワねっと）」に向けての事前学習授業。
　　　　　　　　　　　　　　　  　　地域活動をされている方々を講師としてお招きし、開講しています。

私は地域を
どう動かしたか

~「瀬田の森～夕涼みフェス
　　　　立ち上げの経験から｣~

2016 年度　大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱを開講しましたTOPICS STEP 1

スケジュール

月12/8( 木 )：大津エンパワねっとを進める会・瀬田東
12/14( 水 )：大津エンパワねっと運営委員会
　　　　　   大津エンパワねっとを進める会・中央
12/26( 月 )：冬期休業（～ 1/5 まで）
12/29( 木 )：一斉休暇（～ 1/5 まで）

第３回
2016. 10. 24
現代福祉学科

第２回
2016. 10. 20
ＣＭ学科

大津市歴史博物館
学芸員　木津 勝さん

大津市における
地域課題
　~地域福祉の現場から~

　大津市歴史博物館の学芸員、木津勝先生
から「記憶」を保存していく取り組みにつ
いてお話いただきました。近現代の暮らし
の「記憶」を資料として保存していく方法
として、写真が有効であること、記憶を形
にするためには、本人に書いてもらう、聞
き書きをする、動画を記録するといった複
数の方法があり、それぞれに一長一短があ
ることを教えていただきました。エンパワ
の地域である中央地区、瀬田東学区につい
ても触れてくださり、活動への励ましをい
ただきました。木津先生、ありがとうござ
いました。   　　　( 担当教員：猪瀬  優理 )

エ
ン

パワ ねっと
9
期 生

バス停

大津市社会福祉協議会
主査　井ノ口  浩士さん

　　

第 9期生「地域エンパワねっとⅡ」

龍谷大学 瀬田キャンパス  8 号館 103 教室

  【プログラム】学生による活動発表 ・ポスターセッション  ・ 全体講評

お車でお越しの際は、
守衛所で通行許可証を
お受け取りいただき、
車外から見える
位置に掲示して下さい。

龍谷大学「大津エンパワねっと」は、

社会学部の学生と地域が協働して

まちづくりに取り組むプログラムです。

　瀬田東学区の地域特性や歴史、地元自治
のあり方を学びました。講師には、この夏
初めて実現した「瀬田の森～夕涼みフェス
2016」の実行委員長を務めた福田佳奈さん
をお迎えし、着想のきっかけや実現に至る
までのさまざまな出会いを語っていただき
ました。
　実は福田さんは地元の方ではありません。
そのような「外から来た人」のアイデアを
明るく受けとめ、「我が事」としてイベント
実現に取り組んだ瀬田東の住民のみなさん
の姿を浮き彫りにする講義となりました。  
　　　　  　　　  　( 担当教員：築地  達郎 )

　今年度も、大津市社協の井ノ口さんから、
豊富な実事例を交えながら大津市における
地域福祉課題についてお話いただきまし
た。今、全国で「子どもの貧困」が話題に
なっていますが、大津市ではどんな状況な
のか。また、生活困窮者への支援は大津市
ではどのように展開されているのか、等々。
さらに、エンパワの活動の様々な場面でお
世話になる「学区社会福祉協議会」につい
ても、わかりやすく説明していただき、学
生の地域活動への理解がぐんと深まったと
思います。井ノ口さん、ありがとうござい
ました。　　　　( 担当教員：筒井 のり子 )

「瀬田の森～夕涼みフェス」
実行委員長　福田 佳奈さん

11・12・1
2017 年

1/25( 水 )：大津エンパワねっと運営委員会
1/28( 土 )：「地域エンパワねっとⅡ」報告会リハーサル
1/29( 日 )：「地域エンパワねっとⅡ」報告会

※①

※②

  【場所】

写真・原稿待ち

※①エンパワ９期生･･･2016 年度前期から「地域エンパワねっとⅠ」に取り組んでいる社会学部の学生たちです。

エンパワ９期生の地域活動

是非ご参加ください！！
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後期の活動をご紹介いたします！
TOPICS

C01：花のいろ

C02：Sky

C03：たてものがかり

S02：ぴかぴか☆

S04：スヌーピー

S03：カルピス

S01：チームパフューム

　11月29～30日に行う「大津の町家　昔の暮らし
体験」という宿泊企画のため、実際に登録有形文
化財に指定されている町家に事前宿泊をさせて
頂きました。写真は、その時にご馳走して頂いた
ものです。

　11月20日に「親子でenjoy!商店街」という
イベントを行います。その際に使用する古着を
集めるためのパネルやＢＯＸを作成しました。
たくさん集まりますように！

　10月22日に
瀬田東文化祭に
て防犯教室を
行いました。
当日は60人位の
子どもたちが
来てくれて、保護
者の方にもチラシ
を配布し、子ども
たちに関する防犯
に興味を持って
もらう機会が作れ
ました。ご参加い
ただいた皆様、
ありがとうござい
ました。

　チームのみんなでミーティングを行って
いるところです。ホワイトボードいっぱいの
　　　　　　　　　　　意見が出ました！

　大学生対象のまちあ
るきイベントを構想中
です。大津の歴史も学
べる内容にするため、
まずは大津祭の視察を
行いました。予想をはる
かに超える賑わいで、
驚きました。

　10月16日(日)に学園前自治会の「敬老の集
い」へおじゃましました。
前期でやってきたこと、わかったことを発表さ
せていただきました。
その後、参加者の皆さんと楽しく交流しました。

　地域の輪に参加していない親子に参加して
もらうためにはどのようなアプローチをして
いけばよいか考えています。

STEP 1「地域エンパワねっとⅡ」がスタートしました！ STEP 2エ
ンパ

ワ ねっと
9
期 生

　夏休みを終え、エンパワ 9期生の後期の取り
組みがスタートしました。これまでの授業や地
域での学生の様子を写真にてご紹介します。

地域の方対象

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 ご参加お待ちしています！ 

 

C150245@mail.ryukoku.ac.jp  

龍谷大生対象


