同志社ローム記念館

i n f or m a t i on

プロジェクト・リポート

［ディー・アール］

へ
裏表紙
挑戦！
の
初
」より最

GO！

「
なぞときイベント

！
同志社ローム記念館オープン10 周年！
対談

これまでの10年、これからの10年

「interaction」

記念イベント

2013年9月28日（土）〜10月14日（月・祝）
同志社ローム記念館プロジェクト・リポート

FAX 0774-65-7008

E-mail : jt-rohm@mail.doshisha.ac.jp

19

Vol.

2013年9月発行 第19号 編集・発行／同志社ローム記念館事務室

〒610-0394 京田辺市多々羅都谷1-3（同志社ローム記念館2F）TEL 0774-65-7800

http://rohm.doshisha.ac.jp/

September

2013

同志社ローム記念館
！
オープン10周年！

また、高い吹き抜けのイベントスペー

館。
「プロジェクト主義による人材育成」を

ス「劇場空間」では、プロジェクトの活

理念にかかげ創設した「同志社ローム記念館

動成果をはじめとして授業やクラブ・

プロジェクト」も試行錯誤しながら、10期を

サークルの発表など約450件のイベン

数えるに至りました。毎年、館内のプロジェ

トがおこなわれました。

クトルームを拠点にさまざまなプロジェク

これまでの歴史をしっかりと踏みし

トが展開され、メンバーとして活動した学

め、更なる発展をめざして、新た

生たちの数は総勢2000名を超えます。

な10年へと踏み出します。

！！

渡辺好章
同志社ローム記念館運営委員会委員長
前 同志社ローム記念館プロジェクト
運営委員会委員長
同志社大学 副学長 生命医科学部教授

では、プロジェクトのテー

例を捨てて、館内をさまよえ！」と言いたいところでしょ

マとなる課題を意識的に探

うか。

し、提供し続ける課題探索
チームがあってもいいのか
もしれません。私たちから
提示するのではなく、同じ
学生で組織されるチームがあって、そこからも刺激を受
けることになる。
また、短期間でのプロジェクトがチーム間で競争し、レ
ベルを上げていくという意味では、何らかの仕掛けも必
要です。回り続けるプロジェクトをリードする組織がい
るでしょう。

大久保）前例を頼りにしながら運営してきているという

大久保）そうですね。同世代のスゴイ奴に刺激を受けて

意味では私たち運営側も同じです。だからこそ、この

プロジェクトが活性化する、そんな場になればいいと思

10周年をひとつの節目として、我々自身もフロンティ

います。

ア精神を取り戻し、今だからできる新たな仕組みを構築

スタート当初、
「コアプロジェクト学生コアスタッフ」と

したい。

いうチームがありました。現在は、
「スタジオZero」と

学生・生徒には、多様なバックグラウンドを持つ人たち

いうチームになって、今年から活動をしています。彼ら

クトに、ひいては社会に貢献するということを実感して

して常にいい形でプロジェ

ある暑い日、10年のプロジェクト運営をリードしてきた２人の

ほしいと思っています。多様な人たちが集まるこの環境

クトを展開していきたいと

を自ら求める学生たちに集まってきてほしい。

思います。

１０

念館に顔を揃えた。これまでの10年をふりかえるとともに、次
の新たな10年に向けて展望を語った。

大久保雅史
同志社ローム記念館プロジェクト
運営委員会委員長
同志社大学 理工学部教授

りました。

くりに取り掛かっています。

最近のプロジェクトを見ているとは「こんなことをした
い！」というよりも「“プロジェクト” をやりたい！」とい

渡辺）10年前と比べてみると、確かに初期のプロジェ

うメンバーが増えたよ

クトは、今とは違う雰囲気があったと思います。スター

うに感じます。

トしたばかりの新たな取り組みでしたし、当時は「プロ

現 在、プ ロ ジ ェクト 運

ジェクト」自体が、教育プログラムとして、そうメジャー

営のスキルを学ばせる

ではなかった。
「同志社のプロジェクト」のルーツもここ

と い うよりも、参 加 す

ローム記念館からでした。運営する私たちも試行錯誤で

るメンバーのマインド、

したが、参加した彼らも、自分たちでゼロから立ち上げ

いわば「プロジェクトマ

なければならなかったのだと思います。

クトには「サ ポ ート 募 金」
という制度もありますが、

１０

く、短期間のプロジェクトを展開し、学生たちにその活

渡辺）期待しています。同

動の中で方法論、そしてプロジェクトマインドを学んで

志社ローム記念館プロジェ

渡辺）こうした取組は新陳代謝し続けるものです。既存

すばらしい成果を上げ、ま

のしくみを揺らしてしまうことも必要。いろんな形が

すますサポーターも増やし

あっていいし、年中短期のプロジェクトが回っているな

ていきたいところですね。

プロジェクト・サポート
募金のお願い
学校法人同志社

総

長 大谷

理事長 水 谷

實
誠

学校法人同志社は、同志社大学ならびに同志社女子大学を中心とした法人内各学校が一致協力して同志社
ローム記念館でのプロジェクト主義に基づく新しい教育・人材育成を積極的に進めています。また、これま
でも現代GP申請による補助金獲得など学外資金を積極的にとりいれるべく努力をしております。
この同志社独自の新しい教育・人材育成事業を発展的に展開させるために、教職員をはじめ広く社会、市民
のみなさまからご支援をお願いすることとし、プロジェクト・サポート募金を実施しております。皆様方に
おかれましても是非ともご賛同いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。募金のパンフレットお
よび詳細につきましては、大学京田辺校地総務課（ローム記念館事務室）にお問い合わせください。
募金は、大学資金課、女子大学経理課、各校事務室でも受け付けます。

年

インド」をどう育てるかを考えながら、新たな仕組みづ

１０

具体的には、これまでの１年間のプロジェクトだけでな

もらうようなスキームを考えています。
大久保）早いもので今年でプロジェクトも10期目にな

2

年︑これからの

年

１０

同志社ローム記念館プロジェクト運営委員会委員長がローム記

！！

これまでの

とともに、さらに試行錯誤

年︑これからの

の中で、自分自身のアイデンティティを確立し、プロジェ

オープン10周年記念企画のプロジェクトも動き出した７月の

１０

対談

こ れ ま で の10 年
こ れ か ら の10 年

りがちです。フロンティア精神をどう取り戻すか。
「前

これまでの

対談

1

対 談

づくりを考える。その意味

周年記念

周年記念

１０

ら、常にプロジェクトのテーマ、課題を用意するしくみ

オープン

オープン

2003年秋にオープンした同志社ローム記念

今は、この10年の歴史があり、先輩たちもいる。どう
しても前の人たちがやってきたことの縮小再生産にな

同志社ローム記念館オープン10周年！
！

今話題の謎解きイベント。
コアプロジェクトOPを中心に謎づくりに取り組みま

①なぞときイベント

した。
館内に秘められた謎をとき、
失われた記憶を取り戻そう！まずは、
この冊子の

記念イベント

裏表紙にある謎をとき、
現れたキーワードに従って館内のある場

「 interaction 」

2013年9月28日（土）〜10月14日（月・祝）

9月28日（土）〜10月14日（月・祝）

GF（地上1階）

フロア色分け解説

平日 10:00〜20:00／土曜 10:00〜17:00

（日曜は閉館。10月14日は大学授業日のため開館。）

場所

同志社ローム記念館（同志社大学 京田辺キャンパス）

（駐車場はございませんので、公共交通機関でおこしください。）

主催／同志社ローム記念館プロジェクト運営委員会
協力／京田辺市観光協会

2F（地上3階）
1F（地上2階）

後援／京田辺市

屋外（ローム記念館前）

正面入り口を入ってすぐ右手は「オープンテラス」
。奥に
は、動画や音声を編集できる専門のソフトがはいったPCや
スタジオが備えられた「マルチメディアラウンジ」があり
ます。10月14日（月・祝）にはオープンテラスに京田辺の
おいしいものが大集合！

大きなひさしがトレードマークのローム記念館。新入生
歓迎の時期には「17：00にローム前に集合ね！」といわれ
るおなじみの場所。ここで、10月14日（月・祝）は壮大な
映像ショーを開催します！

⑨京田辺のおいしいものコーナー

⑩プロジェクションマッピング

10月14日（月・祝）14：30〜18：00

GF（地上1階）

Event Schedule

です。
アナタの好きなスタイルで取り組んでください。

10月14日（月・祝）18：00〜20：00

京田辺茶業青年団のご協力

劇場空間

様々なイベントで用いられる話

題のプロジェクションマッピング。

露』の試飲コーナーが出展し

昨年度、同志社ローム記念館プロ

9月28日（土）〜10月12日（土）

ます。“京田辺市らしさ” を持

ジェクトとして活動した「同志社プ

「目覚めるとそこはローム記念館劇場空間だった」
● なぞときイベント

ち合わせた自慢の逸品『一休

ロジェクション」のメンバーを中心とした短期プロジェクト

品』も紹介いたします。普段

チームが再起動し、約3 ヶ月の制作期間でつくりあげました。

とは違う、お茶席の雰囲気を

10周年記念イベントの最後をしめくくるべく、京田辺キャン

ご堪能ください！

パスを象徴する “ローム記念館” を鮮やかに彩り魅せます！

● みんなでつくろうモザイクアート

● アイデアパンコンテストMade in 京田辺（採用されたアイデアパンの販売）

10月14日（月・祝）
10：00

1 1：00

12：00

13：0 0

14：0 0

15：0 0

16：0 0

①なぞときイベント
「目覚めるとそこはローム記念館劇場空間だった」

10：00〜20：00

ローム記念館内

②みんなでつくろうモザイクアート

10：00〜20：00

劇場空間

③コンピュータゲームイベント「GE-SEN」

12：30〜17：30

1F（地上2F）

④コミュニケーションロボット「トミィーくん」と話そう！

10：00〜18：00

1 9：0 0

16：35〜17：05 17：05〜17：45

＊店舗での販売は
通常通り行います

1F（地上2F）

15：00〜16：30

劇場空間

劇場空間
17：05〜17：45

⑦京田辺市CM制作プロジェクト 表彰式

劇場空間

⑧ものづくり教室

15：00〜17：30

2F（地上3F）

⑨京田辺のおいしいものコーナー

14：30〜18：00

GF（地上1F）

⑩プロジェクションマッピング

18：0 0

1F（地上2F）

⑤ベーカリーカフェJOHERMI アイデアパン総選挙！
「大試食会」
⑥ハロウィンファッションSHOW!『トリック オア トリート』

1 7：0 0

18：00〜20：00

屋外（ローム記念館前）

！！
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記念イベント﹁ interaction
﹂

記念イベント﹁ interaction
﹂

による、京田辺市の特産『玉

１０

周年記念

周年記念

3

日時

と取り組んでも、
仲間と力を合わせて一緒に取り組んでもOK

オープン

オープン
！！

かった時には、
一晩寝て考えてみるのもよし。
ひとりでコツコツ

これまでの歴史を大切に、そしてこれからの10年に新たな風を運ぶべく、10周年記念イベントを行います。過去にプ
ロジェクトとして実施したテーマをもとにしたリバイバルプロジェクトや、こども向けイベントなど、ITやメディアを活
用して京田辺市の魅力を様々なカタチで発信します。学生と学生だけでなく、学生と市民、市民と市民の「interaction（相
互作用、ふれあい）
」をつくる「10」のイベントでみなさまをお迎えいたしますので、ぜひお越しください！

同志社ローム記念館

同志社ローム記念館
１０

所に行ってみよう！所要時間は約1時間、
申込不要。
期間中であ
れば、
何時間かかって挑戦してもいいので、
解けない謎にぶつ

同志社ローム記念館オープン10周年！
！

1F（地上2階）
情報メディア館1階に隣接し、美味しい焼きたてパンと、ちょっとおしゃれなカフェ
スペースで学生に人気のベーカリーカフェ「JOHERMI」や、女子大学の学生も気軽に
利用できる「PCエリア」があり、休み時間には多くの学生が訪れます。
10月14日（月・祝）には最新技術を体感できるブースの出展やゲームイベントをお
こないます。
（PCエリアは、飲食物の持ち込み不可です。
）

記念イベント

「 interaction 」

ゲーム制作センター〜」が つくった
ゲ ー ムを 楽しめるゲ ー ムコー ナー。
ゲームファン主催のコンテストで賞を
受賞したゲーム「迷探偵くーちゃん−

⑤ベーカリーカフェJOHERMI
アイデアパンコンテスト
Made in 京田辺 アイデアパン総選挙！

10月14日（月・祝）16:35 〜 17:05 大試食会
17:05 〜 17:45 結果発表 ⑦と同時開催

⑦「京田辺市CM制作プロジェクト」表彰式
10月14日（月・祝）17:05 〜 17:45

2007年度に実施した同志社ローム記念館プロジェクトの
ひとつ「京田辺市PRメディア制作プロジェクト」のリバイバル
企画。7月に募集した新メンバーによる3 ヶ月の短期プロジェ
クトで制作したCMの優秀作品の発表と表彰式。
「京田辺市」を

ンテストで選ばれたオリジナル

いかに伝えるか、映像制作経験の少ないメンバーたちが頭を

レシピのアイデアパンの大試食

悩ませながら一生懸命に取り組みました。

会を開催し、ベストオブアイデ

ティングゲームなども楽しめます。

④コミュニケーションロボット
「トミィーくん」
と話そう！
10月14日（月・祝）10：00 〜 18:00

新島襄の『襄』と『Hermitage（庵）
』から名付けられ
誕生以来、学生たちの憩いの場となっています。この
企画も、過去にコアプロジェクトがクリスマス企画と

１０

た、ベーカリーカフェ『JOHERMI』
。ローム記念館の

して実施していたパンコンテストが、今回は『京田辺
市の特産品』をテーマに、リバイバル企画として復活！
選ばれたオリジナルレシピのアイデアパンを期間限定
で販売します。

話しかけるとうなずいたり動いたりする聞き上手なクマのロ
ボット「トミィーくん」
。

優秀賞はどのチームに！？

身体的コミュニケーションの不思議さを体感しよう。

アパンを選びます。あなたの京
田辺愛に満ちた一票が最高のオ
リジナルパンを選ぶ！？試食会

ご覧下さい。

（協力：岡山県立大学情報工学部 渡辺富夫研究室）

10月14日（月・祝）15:00 〜 16:30
同志社ローム記念館プロジェ

②みんなでつくろうモザイクアート

2F（地上3階）

9月28日（土）〜 10月14日（月・祝）

た くさ ん の 写 真 を

館内で活動する同志社ローム記念館プロジェクトの活動
の拠点となる「プロジェクトルーム」や、ミーティングなど
に最適な「オープンスペース」があり、プロジェクトメンバー
をはじめとした様々な学生の課外活動の場となっています。

使ってひとつの絵柄を

クト「スタジオZero」による特

完 成 さ せ るモ ザ イク

別イベント。

アート。

⑧ものづくり教室

※事前申込制
10月14日（月・祝）15：00 〜 17：30

毎年大好評となっている電子
工作教室。今回は、特別企画と

仮装の衣装を手作りしてス

今回の企画では、
「京

テージでファッションショーを

田辺市」をテーマにし

た OP（Old Project-member）

行います（事前申込制）
。自慢の

た写真を募集します。

も参加しての開催。振ると光で

仮装によるファッションショー
への飛び入り参加もOK ！
みんなで仮装して、一足先に
ハロウィンを楽しもう！

6

﹂
interaction

参加者募集に関する情報は、同
志社ローム記念館の公式HPを

⑥ハロウィンファッションSHOW！
『トリックオアトリート』

！！
記念イベント﹁

記念イベント﹁ interaction
﹂

京田辺の特産品をテーマにコ

AMOI美術館をさまよって−」が出展
されるほか、皆で対戦できるシュー

9月28日（土）〜 10月14日（月・祝）
販売時間 平日 8：30 〜 18：00 土曜日 8：30 〜 15：00

周年記念

周年記念

5

昨年度同志社ローム記念館プロ
ジェクトとして活動した「GE-SEN 〜

ベーカリーカフェJOHERMI
アイデアパンコンテスト
Made in 京田辺 アイデアパンの販売

オープン

オープン
！！

10月14日（月・祝）12：30 〜 17：30

開放感あふれる吹き抜けのスペースに階段型客席とステージが備わったイベント
スペース。
壁には大型のマルチビジョンがあり、短期プロジェクトで制作した京田辺市の魅力
を伝えるCMや「みんなでつくろうモザイクアート」の作品などを期間中常時放映。
10月14日（月・祝）にはステージにてイベントや表彰式をおこないます。

同志社ローム記念館

同志社ローム記念館
１０

③オリジナルコンピューターゲームイベント
「GE-SEN」

劇場空間

あなたの大好きな
「きょう た な べ」を 写
真におさめてどんどん
お寄せください。

して過去のプロジェクトで活躍し

文字が浮かび上がる「バーサラ
くわしくはこちらから！

©92-217

http://zero.drm.doshisha.ac.jp/
mosaic/

イタ」を作ります。光るしくみや
工具の使い方もていねいにお教
えします。

