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オフィスにおじゃま

よう

ぶん せい

第７回

しょう

楊 舒 さん

文正会社

―入居されてまだ間がないですが、いかがですか？

楊

センターは設備もいいし、条件もいい。センターの人た

ち、豊中の人たち、みんなやさしいですしね。これから先は、
自分で頑張ることです。
―楊さんは日本で叶えたい夢がある、と以前お聞きしましたが。

楊

はい、２つあります。１つは日本で会社をつくること。

ビジネスですね。もう１つは日本で、日本の子どもや中国出
楊 舒さん

身の子どもにアクロ体操を教え、選手を育てて、日本代表と
して世界大会に出場することですね。私は日本語も中国語も

1998 年に結婚されて以来、豊中在住の楊さん。中国西安

できるから、それが可能です。

出身です。中国でアクロ体操の選手をしていて、日本でも体

―近い将来、体操の世界大会で、楊さんが育てた選手が出場できた

操を教えています。3 月に入居されたばかりのシェアードオ

ら素敵ですね。今日はありがとうございました。

フィス６におじゃましました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

生まれ育った国を離れ、外国でコンピュータを勉強する、そ

―来日以来どんなことをされてきましたか？

して生活して仕事をする。楊さんの努力と苦労が想像できま

楊

す。でも、インタビューの際、そんな苦労話は少しも話され

最初、大阪市内の体操クラブで 3 年働きました。その

間、コンピュータの学校に行って勉強しました。

ませんでした。おいしいジャスミン茶もご馳走になりました。

―コンピュータを扱うようになったきっかけは？日本に来てから

ありがとうございました。

ですか？

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

コンピュータは大学時代から好きでした。友人の父がデー
タ管理の仕事をしていて、彼の職場に遊びに行った時、初め
文

てコンピュータを見ました。おもしろいなと思いましたね。

があったけど、勉強する機会がありませんでした。今から思

①

ゲームで遊ぶうちに、「こうやったらもっとおもしろい

ゲームになるのに」「自分でゲーム作れたらな」と思うよう
になりました。
「ゲーム作りたい」という気持ちが出発です。

データ入力、データベース作成、イメージロゴの作
成・設計・画像加工

②

ビジネス向け外国語（日本語、英語、中国語）ホー
ムページの作成、更新、登録代行、サイト運営

いという気持ちがだんたんと出てきて…。

楊

社

１．＜IT＞

えば、もったいなかったですね。
―最初はやはりゲームだったんですね（笑い）。でも、仕事にした

会

【事業概要】

大学 2 年で windows に初めて触れました。インターネッ
トはその頃まだ出来ず、ゲームで遊んでばかりでした。興味

正

③

マルチメディア作成（CD、DVD、MD など）

２．＜情報代理＞
①

リモートオフィス代行（中国での製品の販売展開と
事務代行など）

―そして、日本に来て、コンピュータの学校に通うようになったん
ですね。

②

外国語通訳（中国語、英語）、国際交流情報代理

楊

③

国際貿易情報の収集と代理

そうです。学校では、まずワードやエクセル等のソフト

から勉強しました。ゲームを作りたいと相談すると、先生か
ら「HTML 言語ができるようになって、それからゲーム作

３． ＜研究生と留学生＞
研究生と留学生への情報提供、事務代理

成を学んだらいいよ」と言われて。HTML を勉強してホー
ムページ作成ができるようになり、現在も仕事にしています。

電話・FAX

―このセンターを知り入居したきっかけは何ですか？

E-mail

楊

広報とよなかに掲載された記事を妻が見て、教えてくれ

たんです。「自分の事務所が欲しいって言ってたでしょ？一
度話を聞いてみたら？」と言われ、センターに連絡しました。

050-3900-4513
bookyang@tcct.zaq.ne.jp

ご近所さん紹介コーナー⑨

鮮魚

うお

あさ

魚 浅

くわかります。「商売は『ただ売る』はあかんで。その時は
買ってくれても、お客さんが続いて来てくれない。やっぱり

ルシオーレ 1 階にあり、生け簀には魚が元気に泳いでいま

『親切』をモットーにせなあかん」という由紀子さんの言葉

す。

が、とても印象的でした。

新鮮な魚が並んでいます。種類も豊富！

豊後アジのお刺身

店長の宮原正明さん、
由紀子さん

―鮮魚店を始めたのはいつ頃ですか？
宮原

私たち夫婦の代になったのは 31 年前。先代からだと、

70 年近くこの商売をしています。ルシオーレができる前は
蛍池中央市場にいました。その後、仮設店舗で 3 年、ルシ

鮮魚

オーレ完成後から今の店舗です。

蛍池中町３－２－１－１０６（ルシオーレ１階）

―若いお客さんも来られていますね。

電話（兼 FAX） 06-6852-5773

宮原

魚浅

ルシオーレに入ってからは、若いお客さんが多いです。

煮魚の作り方など書いて、お渡ししています。

前回(3/8)のランチ会

み ゆき

―三幸（※７号同コーナーにて紹介しました）のご主人、先ほど来
られていましたが？
宮原

商売をしているお客さんも多いですよ。豊中や池田、
み ゆき

石橋等から来られたりね。三幸さんは、先代からの長いお付
き合いです。
―生け簀の魚も購入できますか？
宮原

お刺身にしたい等注文に応じてさばきますよ。

―生ものを扱われるので、大変ですね。
宮原

そうですね。仮設店舗にいた頃、入り口が開いたまま

だったから、クーラーが効かず、魚が傷まないようにするの
が大変でした。ルシオーレに入ってからは、そういう心配は

この日は、cafe CAMIKA（カフェ カミカ）の仲西さん
が豊中のオリジナルブレンドコーヒーを作るための試飲会
となりました。プロの技を盗もうと、仲西さんの手元を熱心
に見るみなさんです。（写真左上）
オリーブオイル専門店チプレッソの南野さん（※９号同コ

ないけどね。

ーナーに登場）から、コーヒーに合う差し入れもありました。

―毎日店に立たれていて、嬉しいことはどんなことですか？

いつもありがとうございます。

「おいしかったわー」というお客さんからの一言。遠

他にもこれまでＣＢ入門講座に参加してくださった田上

方から来たお客さんが、そういう言ってくれることもあるん

さんや、金子さんも来てくださって、今回も賑やかなランチ

ですよ。

会となりました。写真（右上）のように、あっちでも、こっ

―この時期のお勧めはなんですか？

ちでも色んな話題が飛び交っていました。

宮原

宮原

豊後のアジやね。産地直送やからおいしいよ。いかな

ごも出てるけどね、まだ小さいからあかんよ。炊いたらべち
ゃっとなる。また、大きいのがでたら、教えてあげるからお
いで。
―今年は炊いてみようかな？ありがとうございました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
元気で明るい宮原さんご夫婦。お客さんが途絶えないのがよ

入
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者
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センターからのおしらせ

★スローライフさくら…福祉用具レンタル・販売、介護保
険住宅改修を承っております。電話 06-6840-2255 まで
お気軽にどうぞ。URL http://www.e-sakurasaku.jp/

★ほたる企画…イベントプロデュース、個人商店応援の事
業展開中。お問合せは電話 06-6840-5656 まで。

ランチ会…４月５日（水）１９日（水）
福祉 CB 研究会…３月２３日（木）18:00〜20:00 テーマ
「制度改正について」講師：橋村寿人さん（株式会社シルバ
ー産業新聞社編集部）
起業家研究会…■3 月 27 日（月）19:00 より■テーマ「海
外小口取引、ここがポイント！〜貿易業務代行の上手な活用

★イタリア生活文化交流協会…■イタリアマンマの家庭料
理教室①４月１６日（日）②４月１８日（火）いずれも 10:30
〜13:30 伊中部の家庭料理４品（グラスワイン付）※メニ
ューの詳細は４月上旬頃 HP に掲載します

3 月・４月の予定

申し込み締め

切り４月１３日（木）■伊手工芸「木彫り教室」毎月２回実
施■初めて習うイタリア語講座（旅行会話編） ４ヶ月 15
回コース（火）10：30〜11:45／14：00〜15:1５
（ 土 ） 10:30 〜 11:45 ☆ 参 加 者 募 集 中 ☆ 詳 し く は 電 話
06-6844-8787 まで。URL http://www.sabina-net.jp/

★(有) e スローライフ…旅行業法に基づく旅行業や国際交
流事業、スポーツに関するマネージメント事業やイベント企
画などを承ります。電話 06-6858-0104 まで。

法〜」■講師：松本三代子さん（コカ・トレーディング代表
http://www.coca.jp/）■特別ゲスト：南野利夫さん（(有)
チプレッソ代表取締役 http://www.cipresso.jp）
参加費５００円（懇親会別途１５００円）
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編 集 後 記
ラジオから、卒業の歌、新しくスタートする人を励ます歌
が流れる３月でした。
センターも新しい顔が登場。「オフィスにおじゃま」で紹
介した楊舒さん。そして、２階事務所の新スタッフ、川口夏
希（かわぐち なつき）さんです。川口さんは、(有)協働研
究所の大阪石町事務所で働き、３月からこのセンター事務所
にも勤務しています。
楊さん、川口さん、どうぞよろしくお願いします。
（小田切記）

★ mway68 …安くて簡単に作れる「かんばんホームペー
ジ」を制作しています。詳しくはホームページをご覧下さい。
URL http;//www.mway68.com/

★ライトギターラ オフィス…中島桃子ギター教室♪生徒募集
中♪豊中教室−北桜塚にある小皿料理「コンテンタ」にてギ
ターの個人レッスンをしています。1 回 3500 円（１ドリ
ンク付）。火・水・金の 15：30〜16：30 で日時応相談。
初心者歓迎。入会金 1 万円。
♪夙川・女性のためのギター教室も平日夜に開催。問合せ：
ライトギターラ オフィス TEL:090-8163-1105

また

はコンテンタ TEL:06-6841-1656
URL: http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/
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豊中市蛍池中町 3-9-20

★文正会社…データ入力（データ精度は 99.95%保証）や

TEL：06-6840-1955

ロゴ作成、HP 作成更新。通訳や国際交流、貿易の情報代理。

E-mail

TEL

090-3870-1253

E-mail bookyang@tcct.zaq.ne.jp

URL

FAX：06-6840-1922

http://www.toyonaka-incu.com
info@toyonaka-incu.com

