
 

 
２F ロビーテーブルの花は
諏訪さん宅の花です。 

 
  

諏訪さん宅で咲いたカト
レア。入居者吉川さん
(mway68)から頂いたそう
です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局スタッフ紹介第 3回。今回は、入居者のみなさんにとってはお馴染みの 

諏訪さんです。(有)協働研究所の石町事務所とセンターで経理、総務の仕事を 

一手に引き受ける諏訪さんに、お話を伺いました。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

―諏訪さんの仕事内容を教えてください。 

諏訪 事務局の経理や総務、入居者の方からの経理関係の相談です。協働研究所の石町事務所でも経理総務の仕事をし

ていますが、インキュはちょっと違いますね。 
―どういう点が違いますか？ 

諏訪 石町事務所では、日別・月別・年間のスケジュールをたてて、きちんとこなすという仕事です。今日は支払日と

かね。けど、インキュはそういったスケジュール通りの仕事だけでなく、イベントがあったり、とびこみの仕事があっ

たり、毎日決まりきったスケジュールだけでは動いていないですね。それと、新しい人との出会いや触れ合いがあるこ

と。「未経験の仕事をする」「いろんな人と一緒に仕事をする」というのは、楽しく、新鮮ですね。 

―経理の仕事を長年されてきた、と以前お聞きしましたが。 

諏訪 外食産業機器の会社で経理をしていました。仕事量が多かったのですが、やりがいもありました。経理の部署が

長かったので、銀行関係の人達とお会いする事が多かったですね。そういう点も今と違いますね。違う点と言えば、会

社にいた頃は「こんな書類が欲しい」と言ったら作ってもらえたけど、インキュでは自分で作らないといけない。パソ

コン苦手なんで、それはちょっと大変かな（笑い）。でも、ここの方が人間らしいと思います。働き方も、人も。 
―「人間らしく働く」ことは当たり前と思いますが、難しいですよね。ところで、総務の仕事は協働研究所に来られてから始められたの

ですか。 

諏訪 そうです。以前は経理だけでしたから。皆さんが気持ちよく働けるように、仕事がスムーズに行えるようにお手

伝いするのが総務の仕事だと思っています。でも、なかなかそこまで出来てないなあと思います。努力します！ 
―いえ、十分して頂いていると思います！最後に、諏訪さんがインキュでこれからしたいことを教えてください。 

諏訪 インキュを花でいっぱいにしたいな。 
―ぜひ、諏訪さんのお宅のような、花いっぱいのインキュにしてください！ありがとうございました。 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

「今の職場（協働研究所とインキュ）は人間らしい」という諏訪さ

んの言葉が心に残りました。一緒に仕事をしている私達にとって、

とても嬉しい言葉です。 

 

「ちょっと背伸びしたら叶うかな、という小さい目標を追いかけて

いくのが好き」と言う諏訪さん。仕事以外での諏訪さんの『小さな

目標』は何ですか？と聞きました。「世界中を旅すること」。でも、

夫の I さんは海外が嫌いだとか。I さんに背伸びしていただいて、

ぜひ諏訪さんの小さい目標叶えていただきましょう。 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

センター前を北に行くとあるローソン。そのすぐ横にほたるフォト

スタジオがあります。代表の井村さんにお話をうかがいました。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

―蛍池では長くご商売されているんですか？ 

井村 元々は父がカメラ店として営業していました。私は

写真館に勤務して、ホテルで結婚式や宴会の写真撮影を

していました。ホテルでの仕事ですからね、身だしなみ

やマナーなど厳しかった。今みたいに髭も伸ばせません

でした。でも、仕事は楽しかったです。 

 
―お店を継がれたのはどんなきっかけですか。 

井村 父の病気と僕自身が長年会社勤めをして、そろそろ

自分でやりたいなと思っていたから。それがきっかけか

な。僕の代になって 15 年になります。 

 
―お父さんの頃はカメラ屋さんだったんですね。 

井村 そうです。屋号も「ほたるカメラ」でした。僕の代

になってからはカメラ販売でなく、DPE と写真撮影が主に

なりました。大手チェーンの DPE 店が普及してきて、今

は写真撮影がメインです。 
 
―蛍池には、井村さんのように、30 代 40 代の 2 代目 3 代目が継が

れているお店もありますね。 

井村 照月堂の店長（注：No.3 にて紹介）も多分 2 代目

やしね。子どもの頃一緒に遊んだりしました。三幸さん

（注：No.5 にて紹介）は僕が小さい頃から知ってるよ。

お孫さんのお宮参りの写真も撮らせてもらいました。 

けど、「あの時小さかったあんたがやってんの？」とお

客さんや他の店主から言われるのは、恥ずかしいやら、

嬉しいやら、いろいろ複雑やね。 

 

―写真撮影は会社時代からずっとされてきた仕事ですが。 

井村 好きやし、楽しいですよ。でも、子どもや赤ちゃん

の記念写真は、いい表情をとるのが大変。1日 4組くらい

までですね。おもしろいのは、七五三の記念写真で、お

母さんは子どもの写りがいいのより、自分がきれいに写

っている方選ぶ。だから、子どもをほめて、かつお母さ

んもきれいに撮るようにしています。 

 

 代表 井村英志さん 

―言われてみれば、私も子どもより自分の写りが気になったり…。

でも、きれいに撮ってもらうと、嬉しいですよね。 

井村 女性は何歳になっても「きれいでありたい」という

思いがあるからね。ただ、証明写真は加工してきれいに

する、とかできない。「その人」という証明の写真だから

現実を撮らないといけない。で、そうやって撮ると「写

真は年齢出るなあ…」と言われたりするね。そういう女

性の心理を考えて、撮影するのは面白いね。けど、食べ

ていくのは厳しい。仕事は好きやし楽しいけど、厳しい

ね。 

 

―「好き、楽しい、けど厳しい」は、インタビューしていてよく言

われます。 

井村 関空できてからは、特に厳しいね。けど、もうすぐ

50 代になるので、もうひと花さかせたいと思ってる。お

店も出来ればリニューアルしたいしね。 

 

―井村さんとご家族、蛍池のまちのためにも、ぜひ、ひと花さかせ

てください！今日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

私事ですが、去年、子どもの七五三の写真をチェーン店の写真館で

撮りました。上の写真をみて、井村さんの写真の方がいいですね、

と言うと「うちは、そういう写真館と違ってお客さんに写真を選ん

でもらわない。自分がいいと思うものを修正等して、お渡しする。

光沢とかも違うでしょ」と言われました。「写真はね、撮影やって

ないと下手になる。『これでええかな』と思うようになる。そうな

ったらアカン」そうです。どんな仕事もそうですね。子どもが小学

校に入学する時は、井村さんに記念写真お願いします。 

 

 

 

 

 

ほたるフォトスタジオ 

蛍池中町３丁目５－６  

営業時間 ９：００～１９：００ 

電話 ０６－６８４１－３９２９  

 
 

 

 

成人式や結婚式、七五三の記念

写真など。 
 

子どもの笑顔がいいですね。 



 

 

 

 
中島さん（前列右から 2人目）と 

生徒の皆さん 

★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。 

 

★イタリア生活文化交流協会…■６月新規開講～くらしと

音楽～♪サビーナ音楽教室♪ヴァイオリン・チェロ・クラリ

ネット・ギター・ボイストレーニング等（グループ／個人）、

子育てリトミック教室 只今体験レッスン受付中！ 

■初めて学ぶイタリア語（イタリア旅行会話編） ４ヶ月

15回コース（毎月入会可能です）見学可能クラス：火曜（14:00

～15:15／19:30～20:45）土曜（10:30～11:45） 

■イタリア手工芸「木彫り教室」毎月 2回実施 ※詳細は電

話またはメールにてお問い合わせください 

■電話:06-6844-8787 メール:hotaru@sabina-net.jp   

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。 

 

★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/

■北摂のイタリアン・レストランの名店オステリア・カポ・

エジリオのホームページの全面リニューアルを手がけまし

た。 

 URL: http://www.egidio.jp/

■蛍池駅前のスパムのおむすび「スパむす」が人気の 

おにぎり処 竹林亭さんのホームページを制作しました。 

 URL: http://www.mway68.com/chikurintei/

 

★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（時間応相談） 

♪蛍池教室（とよなかインキュベーションセンター）も開催

します。 

問合せ：ライトギターラ オフィス 電話:090-8163-1105  

入 居 者 ニ ュ ー ス またはコンテンタ 電話:06-6841-1656 

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

 

★文正会社…データ入力（データ精度は 99.95%保証）やロ

ゴ作成、HP作成更新。通訳や国際交流、貿易の情報代理。 

電話(&FAX):050-3900-4513   

メール:bookyang@tcct.zaq.ne.jp

入居者ニュース号外 ライトギターラ オフィス 

☆★プチ発表会開催しました★☆ 

6 月 11 日（日）とよ

なかインキュベーシ

ョンセンターホール

にて、中島桃子ギター

教室のプチ発表会を

初めて開催しました。

出演者の中からは「人

前で弾くのは○○年

ぶり！全く初めて！

緊張した！！」という

声も聞こえましたが、

舞台に上がるとそんな様子も見せず皆堂々と演奏してい

ました。同センターの入居者である「ほたる企画」さん

にもお手伝い頂き、無事和やかな会を終了することがで

きました。みなさんお疲れ様でした。ありごとうござい

ました。 （記：中島桃子）  

 

☆★中島桃子ギターリサイタル開催します★☆ 

■日時：7月 8日（土）午後 2時開場 午後 2時半開演 

■場所：川西市みつなか文化サロン 

■入場料：前売り 1500 円 当日 2000 円 

■演奏曲目：アルハンブラの思い出、映画「禁じられた遊び」

のテーマ、他中島桃子オリジナル曲等 

■初めてのリサイタルなので、いろいろと緊張しており

ますが、 私の地元・川西市での開催ということもあっ

て日々頑張って準備しております。みなさんぜひお越し

ください。 中島桃子 

※詳細はURL http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/をご覧

ください。 

http://www.e-sakurasaku.jp/
http://www.sabina-net.jp/
http://www.mway68.com/
http://www.egidio.jp/
http://www.mway68.com/chikurintei/
http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/
mailto:bookyang@tcct.zaq.ne.jp
http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/


 

 

 

 

 
明るいロビーは気持ちいいですね

 
三幸マスター田中さん。 

マジックも伝授してくださいました。

 

かわいいピアノ名刺 

豊中市市制施行７０周年記念事業 

市民ミュージカル「紙のピアノ」始動！ 

■あらすじ 終戦２年目、昭和２２年（1947 年）の豊中が

舞台。新制中学１年生の後藤田は、音楽教師からもらった「紙

のピアノ」を弾き、音楽家への夢を育む。先生と生徒、戦後

の混乱期に教育に託した夢を、コメディータッチで描きます。

（エピソードは実話です） 

■公演日時 １０月２１日（土）、２２日（日）各午後２時

開演  

■出演 豊中ゆかりの、大村崑さん、海原さおり・しおりさ

んなどと、一般公募の豊中の中学生達が舞台で共演します。 

■募集 市民参加で作り上げる、という企画で、今後「舞台

美術（大道具）ワークショップ」や「スタッフ募集（小道具・

衣装作成、広報宣伝活動など）」等、予定しています。 

ほたる企画が製作協力しているこの事業に参加しませんか。

興味のある方は、担当：田中（電話:06-6840-5656 メー

ル:hotarukikaku@tcct.zaq.ne.jp）までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

    「紙のピアノ」制作発表記者会見（４月２８日） 

前列左より、先生役：雪代敬子、作・演出：山路洋平、音楽：

前田憲男 後列は実行委員 本を持っているのが「ほたる企

画」田中です（後列左から 2人目） 

☆★「友情のサビーナオーケストラ」コンサート★☆ 

日時：2006 年 12 月 22 日（金）午後 7時 

場所：ザ・シンフォニーホール 

イタリア生活文化交流協会では、日本の音楽家とイタリ

アの音楽家の交流を続けていますが、今年はアレッシ

オ・ビニーチョ・サビーノ＝アレグリーニの３兄弟を招

いてオーケストラを作り公演に取り組みます。曲目は今

年生誕 250 周年を迎えたモーツァルトのシンフォニーや

ホルン・アンサンブル曲などです。 

※ 詳細はHP（http://www.sabina-net.jp/）にて後日お知ら

せいたします。 

 

 

入居者ニュース号外   ほ た る 企 画  

 
 5 月のランチ会 

5 月 24 日（水）、この日は久

しぶりに２階ロビーでのラ

ンチ会でした。 

 

夏祭りの企画の話から、「昔

蛍池の夜店で、もぐらたた

きやったよ」「そういえば、

こんな笛作ってたなあ」と

三幸マスター田中さんが笛

を作ってくださいました。 

 

さらに、反対側のテーブル

では、かわいいピアノの名

刺が登場！製作者は若尾貴

弘さん（庄内タウンガイド

がじゅまる運営事務局）。名

刺を囲んで、活発な意見交

換が始まっていました。 

 

 

 

 

 
センターからのおしらせ 
６月・７月の予定 

７月のランチ会…７月５日（水）１９日（水） 

起業家研究会…■日時：６月２８日（水）19:00～21:00 

■ テーマ：お金にまつわる話～金融機関はココを見てま 

す！ 

■講師：前田真吾さん 豊中市市民生活部商工労政課助成

係大阪府制度融資についての概要説明」（19:00～19:30） 
入居者ニュース号外  

イタリア生活文化交流協会 宮 本 和 志 さ ん  こ く き ん 創 業 支 援 セ ン タ ー 大 阪  

 「金融機関はココを見てます！」（19:30～20:30）  

■参加費 500 円（懇親会費用：別途 1500 円） 

とよなかインキュまつり…■日時：７月８日（土）10:00～

18:30■場所：とよなかインキュベーションセンター 

センターでは、現在（６月１５日）７組の起業家がそれぞれ

の事業を始めています。どんな起業家がどのような事業を展

開しているのかを知っていただきたくて、「とよなかインキ

ュまつり」を開催することになりました。楽しんでいただけ

mailto:hotarukikaku@tcct.zaq.ne.jp
http://www.sabina-net.jp/


るよう「おまつり」にしました。ぜひお越しください。 

※詳しくは折込みのチラシをご覧下さい 

◆発 行◆ 

とよなかインキュベーションセンター 

〒560-0033 豊中市蛍池中町3-9-20 

TEL:06-6840-1955 FAX:06-6840-1922 

URL http://www.toyonaka-incu.com

E-mail  info@toyonaka-incu.com

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

