
栄養クリニックの開設5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、間 も

な く5年 を迎 え ます。今年 度は栄養 クリニ ックにとって、非常 に大 きな節 目の年で した。昨年

の活動報告書執筆 時点 では、 まだ図面 で拝見 してい るだけで したが、昨年4月 よ り、R研 究所

棟 の新 しい施設 を使 わせ て頂 き、 随分広 くな り、調理関連設備 も大幅 に充実 した ことを改めて

実感 し、栄養 ク リニ ックに とって活動 しやすい環境 が整 った と感 じてお ります。本件 につ きま

して、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、改

め ま して厚 く御礼 を申 し上 げます。

　 当栄養 ク リニ ックは、教育 ・研 究 ・地域 貢献 とい う、3つ の大学の使命 を念 頭 に置 き、活動

を して まい りま した。従来 よ り、栄養 ク リニ ック公 開講座 ・市 民 を対象 とす る料 理教 室 ・テー

ブル コーディネー ト講座 ・卒業生 のための生 涯学習講座 ・京都 女子学園 におけ る食 育活動(附

小 ラ ンチ)・ 大学 地域 連携事 業(健 康 相談 イベ ン ト)・ 大学祭 にお ける栄養 アセスメ ン ト体験 と

栄養相 談 ・中信 ビジネス フェアへ の出展 による栄養 アセスメ ン ト及び栄養相 談 ・幼児 のおやつ

とレシ ピの提 供 に よる子育 て支援二・本願寺新 報へ の連載(年 間32回)・ 研 究活動 ・他大学 栄養

ク リニ ック との連携 な どを行 って きましたが、本 年度 さらに新 規 に、① 学生支援料 理教 室 を開

催 し、e一ラーニ ングに も活用、②東 山区地域活性化事業 としての健康増進事業 の成果 が認 め ら

れ、東 山区 よ り助成金交付 、③ 読売新 聞大 阪本社 との共催 にて、食withプ ロジェク トを開催

(複数 回の ミニ講座 及び大阪 ヒル トンプラザ にてフ ォーラムを開催)、 ④ 東北支援 プロジェク ト、

⑤ 京都 市長寿す ごやかセ ンター との共 同事 業 な どに取 り組み ま した。

　 せ っか く新 しい研究所棟 を作 って頂 いた以上 は、それ に応 えるような成果 を挙 げたい と思い、

この よ うな新規事業 を も展 開 して きた ものです。今後 ともご期待 に沿 えるよ うな活動 を続 けて

い きたい と考 えてお 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 よ

り、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 ・ご鞭撻 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。

平成25年2月1日
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