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事務局スタッフ紹介①
とよなかインキュベーションセンター 事業マネジャー
よ な み ね

まなぶ

与那嶺 学

―そうですね。取材のため蛍池の商店を訪ねた際も、みなさん
気さくに話してくれます。では、最後に現入居者のみなさんにひと
ことお願いします。

与那嶺

今年はセンターにとって、そして昨年度入居したみ

今回から不定期で始まった事務局スタッフへのインタビュー。

なさんにとっても 2 年目です。
結果を出していきましょう！

初回は、当センター事業マネジャー、与那嶺学です。

―ありがとうございました。

与那嶺

学

前回(4/5)のランチ会

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
―まず、基本的なことなんですが、事業マネジャーの仕事って何で

豊中市役所の高橋さんが初参加。
「4 月からセンターの担当

すか？

与那嶺

一言でいうと、この事業全般をマネージメントする

になりました」と、ご挨拶。よろしくお願いいたします。

こと（笑）。具体的に言うと全体の企画を立てること、外部

写真は、「テレビでやってたんですけど」とマジックを披露

（豊中市内外）とのネットワークづくり、入居者の事業計画

し、みんなの驚く顔に喜ぶ中島桃子さん（ライトギターラ）

について相談対応、他に豊中市との対応など。例えば外部と

です。また、この日も果物や鉄観音茶の差し入れをいただき

のネットワークで言うと、専門家のところに行き、その業界

ました。藤岡さん、高橋さん（豊中市役所）、福島さん（イ

の市場や動向といった情報を仕入れて、起業家さんたちにお

タリア生活文化交流協会）、楊さん（文正会社）ありがとう

ろす、ということをします。またいちばん多いのは数字の話

ございました。

で、利益の設定やお客さんの数の設定など。説明しにくいけ
ど、そんなことが仕事かな。

―このセンターの運営を担われて、1 年経ちました。今、どんなご
感想をお持ちですか？

与那嶺

豊中はポテンシャルのあるところ。「まちづくり」

や「市民活動」のベースがある。40 以上の市民活動団体や
NPO といった団体があるけど、まだまだあると思っていま
す。そこが、他地域といちばん違うところですね。

―長年地域の活動に取り組まれてきた方が多い、という印象は私も
強いです。最後に、センターがある蛍池の町の印象を教えて下さい。

与那嶺

交通の便がいい。大阪空港に近く、モノレールの駅

があり、阪急電車の急行停車駅となっている。街中も自転車
などで動きやすい。そういうハード面というのは、センター
の立地条件として大事ですね。ソフト面でいうと、気さくな
人が多いという印象を持っています。

らって有難いんだから（清宗さん）。

ご近所さん紹介コーナー⑩

うどん・寿司・一品

いろり
―ご高齢の方にやさしいお店ですね。他にどんな方が来られます
か？

永安

ご近所にお住まいの方、近くの会社に勤める人達、空

港関係の人達も、来てくださいます。

―「いろり」料理の特徴を教えてください。

永安
店長の永安清宗さん陽子さんご夫妻（左）お店の地図です（右）

料理の根本は「だし」。だから、
「だし」は良いものを

使っていますよ。卵も卵屋から買っています（清宗さん）。
メニューでは和風ステーキとちらし定食がおすすめ。ステ

阪急電車の線路に沿って、池田方面へ歩くとあるお店。「こ
じんまりと家庭的。いつもにこにこ笑顔でお待ちしておりま
す」とお店のチラシ通りの永安さんご夫妻です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ーキは 200g のお肉です。食べ応えありますよ。あと、う
ちは天ぷらうどん・そばの天ぷらを別盛にしています。うど
んやそばの中に入れるとべちゃっとするからね。だから、ご
まかしがききません。「カラッと揚がってる」と主人の天ぷ

―開店されてどれくらいですか？

らは評判です。私は、和風天津飯も好き。ただ時間がかかる

永安

今年の夏で 4 年になります。その前は逆瀬川（宝塚

の。主人はお客さんを待たせたくないから、時間がかかる天

市）にある和食チェーン店で働いていました。転勤をきっか

津飯をメニューに載せるのを嫌がってたけどね。メニューは

けに退職して、この「いろり」をオープンしました。

全部で何種類あると思います？（陽子さん）

―以前のお店との違いは？

―30 くらいですか？

永安 「うどん」って看板に出しているから、夜飲みに来る

永安

お客さんが少ないですね。でも、夜は居酒屋メニューもあり

らい。チャーハンやオムライス、お子様ランチもメニューに

ますよ。蛍池で商売している人達から「昔はお客さん多かっ

はないけど、
「食べたい」と言ってくれたら作りますよ。

メニューに載っていないものも入れたら 110 種類く

たよ」と聞くけど、私たちはその後に開店したからね。
―次回はぜひ、和風天津飯いただきます。ありがとうございました。
―２階の座敷席もゆっくりできていいですね。

永安

小さい子連れのお客さんに、特に喜んでもらってます。

２階の座敷では子どもたちが走ったり、小さい赤ちゃんがハ
イハイをしてます。その側でお父さんは、１杯飲んで居酒屋
メニューを食べてますよ。
宴会なら 15 人くらいまで大丈夫です。夕方の開店からラ
ストオーダーまでのご利用もいいですよ。「ゆっくりさせて
もらえる」とお客さんに喜んで頂いてます。

食べ応えありのステーキ定食（\1200）

メニューにない 1 品も、
頼んでみてはいかがですか？

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
センター入居者田中さん（ほたる企画）の紹介で取材申し込み。休

―お店に立たれていて、うれしかったことは？

永安

気分が塞ぎがちで食事がのどを通らない、というお客

さんがいらっしゃいました。他にお客さんがいない時は、一
緒におしゃべりしたり、お話を聞かせていただいたりして、
「回数重ねて来るうちに、食事の量が増えた。ここのお店の
おかげ」と言ってもらえました。それが嬉しかったですね。
他に、主人が風邪をひいているお客さんに、メニューには無
いけど、卵酒や食べられそうなもの出したりして、「助けて
もらった」と言ってもらえたのが嬉しかったです（陽子さん）
。
お客さんを助けたというより、うちは、お客さんに来ても

憩時間に快くお話いただきました。ありがとうございました。今月
センターでの宴会「春の宴」にて、いろりさんの寿司、おでんを頂
き、味・量とも大満足でした。ランチもぜひどうぞ！

うどん・寿司・一品

いろり

蛍池東町２－３－９ 定休日：木曜日/祝日
営業時間 11：30～15：00/17：00～21：30（最終ｵｰﾀﾞｰ）
電話 06-6857-0339
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★スローライフさくら

★ライトギターラ オフィス

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

中島桃子ギター教室♪生徒募集中♪

す。

豊中教室−北桜塚にある小皿料理「コンテンタ」にてギター

電話：06-6840-2255 までお気軽にどうぞ。

の個人レッスンをしています。

URL：http://www.e-sakurasaku.jp/

1 回 3500 円（１ドリンク付）
。火・水・金
15：30〜16：30 で日時応相談。
初心者歓迎。入会金 1 万円。

★ほたる企画

♪夙川・女性のためのギター教室も平日夜に開催。

イベントプロデュース、個人商店応援の事業展開中。

問合せ：ライトギターラ オフィス

お問合せは電話：06-6840-5656 まで。

電話：090-8163-1105
またはコンテンタ

電話：06-6841-1656

URL: http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/

★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
５月 20 日（土）10:30〜13:30 伊北部の家庭料理

★文正会社

※メニューの詳細は 5 月上旬頃 HP に掲載します。

データ入力（データ精度は 99.95%保証）やロゴ作成、HP

申し込み締め切り：５月１7 日（水）

作成更新。通訳や国際交流、貿易の情報代理。

■伊手工芸「木彫り教室」毎月２回実施

電話：090-3870-1253

■初めて習うイタリア語講座（旅行会話編）

E-mail： bookyang@tcct.zaq.ne.jp

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

入居者ニュース号外

①

まで。

URL： http://www.sabina-net.jp/

e スローライフ

★『海外ロングステイセミナーin とよなか』を開催します！
昨今、テレビや新聞などで取り上げられる「ロングステイ」
ですが、
「ロングステイってなに？」
「海外で暮らすのって大

★(有) e スローライフ

変そう」といった声を耳にします。そこで、
「ロングステイ」

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

に興味をお持ちの方を対象として、「ロングステイ」専門業

マネージメント事業やイベント企画などを承ります。

者オハナインターナショナルと協力し、セミナーを開催しま

電話：06-6858-0104 まで。

す。お気軽にご参加ください。
●日時 5 月 27 日（土）13：00〜16：00
第 1 部「海外ロングステイの基礎知識」

★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/

第 2 部「個別相談会（希望者）
」
●定員 60 名（先着順）
●参加費 ひとり 500 円（夫婦で参加の場合は２人で 800 円）
●場所 とよなかインキュベーションセンター
●申し込み・問い合わせ 有限会社 e スローライフ
電話＆FAX 06-6858-0104

入居者ニュース号外②

※写真は 3 月 12 日出演者一同

ライトギターラ オフィス

★こどもと楽しむフラメンコギター
中島桃子コンサートフラメンコギターライブ
①お子さまと一緒に楽しむギターの生演奏はいかがですか。
わかりやすいギターの解説などもあります。
●日時 ５月６日（土）１６：００開演
●お茶とお菓子付き１８００円（大人）１０００円（中学生
以下）※要予約（定員約２０名）

②夜には おなじみのライブ開催！

センターからのおしらせ

『 月明かりのフラメンコギター
中島桃子コンサートフラメンコギターライブ』
●日時 ５月６日（土）２０：００開演
●ピンチョス（おつまみ）と１ドリンク付

４月・５月の予定
起業家研究会

２５００円

※要予約（定員約２０名）

■日時：４月 2４日（月）19:00〜21:00
■テーマ「カネなしコネなし起業家の営業体験記」

●会場、問合せ／予約先は①②ともに下記です。

■スピーカー：森康裕さん（株式会社プロモード 代表取締

会場 小皿料理コンテンタ (阪急豊中駅下車、徒歩８分程）

役 http://www.promode.co.jp/）

問合せ・予約先

■参加費５００円（懇親会別途１５００円）

小皿料理コンテンタ 電話&FAX ：06-6841-1656
ライトギターラオフィス 電話：090-8163-1105

５月のランチ会
５月 10 日（水）24 日（水）の予定

★中島桃子

オペラに出演しました！

３月１１日（土）12（日）川西みつなかホールで開催され

コミュニティビジネス入門講座

た第１４回川西市民オペラ「ドン・パスクワーレ」に、ライ

■日時：５月 1３日（土）14:00〜16:30

トギターラオフィスの中島桃子がギタリストとして出演し

■場所：とよなかインキュベーションセンター

ました。全３幕の第３幕中にテノールの伴奏を１曲ギター演
奏するという演出があり、中島桃子とクラシックギタリスト
の安松太郎さんの二人が演奏しました。川西市の出身の私に
とって、この出演は大変嬉しいものであり、演奏家としても

■講師：永井美佳さん（
（社福）大阪ボランティア協会 NPO
推進センター）
■定員：30 名
■一時保育あり。子ども 1 人につき 300 円（必ず 5／11
（木）までに申し込みください）

有意義な仕事となりました。
お蔭様で公演は２日共盛況に終わり、たくさんの方々に見

入居者募集

ていただくことができました。多くのことが初めての経験し

18 年度第 1 回入居者募集を5/8から開始します。事前相談

したが、稽古期間を含め本番両日までがとても充実感のある

にも応じます。入居に関してのご相談は、とよなかインキュ

日々。こういった地域に根ざした公演に出演することや、い
ろんな楽器との共演も、今後の活動として、やっていけたら
と思います。（記：中島桃子）

ベーションセンターまでどうぞ！（募集要項の配布も８日か
らです）
※上記、詳細お申し込みは下記 HP をご覧ください。
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