
栄養クリニックの開設4年 目を振りかえって

　京都女子大学栄養 クリニ ックは、平成20年7月1日 に開所 しま したので、早 い もので、4年

目が終 わろ うと していますが、今年 は栄養 ク リニ ックに とって、大 きな節 目を迎 え ます。 新年

度 よ り、栄養 ク リニ ックは新 しい建物 に移転す ることにな ってお ります。来訪者か らは、風情

があ る、京都 ら しいな どの、好意 的なお言葉 を多数頂戴 してきま したので、 その点 は若干 残念

ではあ ります が、現在 の栄養 ク リニ ックの建物 は全体 に手狭 であ り、特 に調理関連の設備 は、

元 々が民家 です ので、教室 を運営す るのには適 していません で した。新 しい建物 はまだ完 成 し

てお らず、 図面 で拝見 しているだけですが、現在 の施設 よ りか な り広 くな り、調理 関連設 備 も

随分充実 します。 またすべ ての設備が1フ ロアにお さま ります ので、機能的 に も活動 しやす く

なる と思 われます。

　管理栄養士養成大学 は全国 に100校 以上 あ りますが、栄養 ク リニ ックが設 け られてい るのは、

全 国に数校 のみです。 昨年 日本栄養改善学会 の会期 中に、全国 の栄養 ク リニ ック連絡 会議 が開

催 され ま した。詳細 は別途記載 してお ります が、栄養 ク リニ ックを持 たない大学か らも多数問

い合 わせ があ り、次 回はまだ栄養 ク リニ ックの設置 され ていない大学 に も参加頂 くことにな り

そ うで、栄養 ク リニ ックの持つ意義が、対外的 に も広 く認 め られ るよ うにな って きてお ります。

本学栄養 ク リニ ック設立 は、誠 に時宜 を得 た ものであ った もの と、嬉 しく存 じて お ります。

　以前 の報告書 に も書 かせ て頂 きま したが、大学 の使命 は、教育 ・研究 ・地域への貢献 で あ り、

栄養 ク リニ ックに とって も、 これ らが3本 の柱 であろ うと思 います。今年度 も、公開講座、栄

養 アセスメ ン ト・栄養相談、料理教室、子育 て支援等、地域貢献 に関わる事業 を数多 く実施 し

てきま した。教育面 では、卒業生 の卒後教育 や、 ボ ランテ ィア活動 を通 した学生 の実践教育等

に取 り組 んでお ります。 昨年 までは研究面 が十分行 えていなか った憾 みが あ りま したが、昨年

栄養 ク リニ ックを主 な研究 の場 とした内容 を、学会発表す ることができま した。本願寺新報へ

の月3回 の連載 も、3年 を経過 し、 これで終 了のはずで したが、読者 の皆様 か らご好評 を賜 っ

てい る由で、 さ らに延長 とな りま した。

　次年度新 しい施設 に移 ります が、 この件 につ きま して、一一方 な らぬ ご高配 を賜 りま した、芝

原理事長、 山田事務 局長 は じめ、 関係 の方 々に厚 く御礼 を申 し上 げます。 せ っか くの皆様 か ら

の ご厚情 に応 え るた めに、一層 の成果を挙 げた いと思 って はお りますが、専任 の常勤教職員 を

持たな い、小 さい組織ですので、学内外の皆様方 のお力添えな くして はや ってい けません。今

後 と も一 層の、 ご指導 ・ご鞭 健 を賜 ります ようお願 い申 し上 げて、 ご挨拶 とさせて頂 きます。
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