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ランチ会から始まったコラボレーション
2005 年 7 月 20 日に始まったランチ会。回数を重ね、11 月 15 日で第 33 回となりました。始めた頃は毎回ゲストを迎え
て話を聞いていましたが、回数を重ねるうちに、センター入居者、蛍池地域の方や豊中市内・市外で様々な活動をして
いる方との出会いと交流の場になりました。そして、ランチ会で出会った、入居者と様々な方とのコラボレーションも
実現しました。
今回は、ランチ会からうまれた２つのコラボレーションをご紹介します。
▲▽「イタリア」が共通テーマでつながりました▽▲
2005 年 12 月 8 日の第 10 回ランチ会。オリーブオイルとバルサミコ酢の専門店「チ
プレッソ」（阪急服部駅前）の南野さんにお越しいただきました。南野さんは、旅
行先のイタリアで出会ったオリーブオイルの素晴らしさに惹かれ、チプレッソを開
店。＜良い商品＝身体に良いものをお届けすること＞を理念としていらっしゃいま
す。お店ではティスティングができるということで、ランチ会にもオリーブオイル
とバルサミコ酢をお持ちくださいました（写真右）。このランチ会で、
「イタリア」
を共通テーマに、センター入居者「イタリア生活文化交流協会

サビーナ」と「チ

プレッソ」が出会い、コラボが生まれました。
11 月から始まった毎月第 1 日曜日開催「サビーナ・フェスティバル」では、蚤の市コーナーで、チプレッソのオリー
ブオイルも置かれ、南野さんも来られました。

▲▽カフェでコンサートのきっかけになりました▽▲
2006 年 1 月 25 日の第 13 回ランチ会。高槻のインキュベーション「miniマッチ箱」
に入居している起業家、カフェカミカの仲西さんが来られました。出張カフェを
したい仲西さんは、豊中のカフェ「cafe do Brasil TIPOGRAFIA（チポグラフィ
ア）」でも修行中だそうです。そのカフェのオーナーが音楽好きだと聞き、さっ
そく入居者のライトギターラオフィス中島さんが、ランチ会後、カフェに行って
営業をすることになりました。「いい話に繋がるといいですね」とランチ会出席
者で話していた通り、翌月 2 月 25 日中島さんのソロライブ「フラメンコギター
の夜」開催となりました。チポグラフィア店長さん、カフェのお客さんにも、喜
んでいただけたそうです。

ランチ会は、毎月第 1・第 3 水曜日、午後 12 時～午後 1 時までとよなかインキュベーションセンターにて開催しています。
これからも、このランチ会で、ひとが出会い、何か新しいものが生まれるきっかけになれば、嬉しいです。
みなさんも、ぜひ一度ランチ会にお越しください。お待ちしています。

ご近所さん紹介コーナー⑯ Hawaiki
〒560-0033 蛍池東町 2 丁目 3-9 電話 06-7662-2033 営業時間

店長ＫＡＺ（カズ）さん

18:00～25:00 定休日：
（火）

カウンター8 席。
奥にはテーブル席があります。

―まず、お店の名前「Hawaiki」の由来を教えてください。
ＫＡＺ

Hawaiki はタヒチの言葉、フレンチポリネシア語で「祖先の島」「祖国」の意味です。元々は、
「Hawai ’i」でな

く、「Hawaiki」だったんですよ。
―そんな語源があったんですね。「ハワイの居酒屋」っておもしろいですが、どんなきっかけで開店されたんですか？
ＫＡＺ

ハワイは、フラダンスがきっかけで魅かれました。10 年以上サーフィンもやっていたので、ハワイには何度も

行っていました。以前は飲食店で働いていたのですが、ハワイ音楽が流れる居酒屋をやりたい、と思っていて、3 年前
に開店しました。
―蛍池には、開店以前からお住まいだったんですか？
ＫＡＺ

蛍池に住んで 5 年になりますが、出身は東京なんですよ。20 歳から色んなところに行って、生活していました。

空港の近くで働いた頃、いい物件を見つけて、それで蛍池にお店を出したんです。繁華街に店を出して、
「とりあえず、
居酒屋だったらいいか」というお客さんに来てもらうのでなく、
「ここに、このお店があるから来たんです」と、
「Hawaiki」
を目指してお客さんが来るような居酒屋にしたかったんですね。そういう意味でも、この場所は気に入ってます。電車
の線路沿いなんで、電車から見えるし、ＣＭにもなるかな、と思っています。
―では、Hawaiki が他の居酒屋と違う点をおしえてください。
ＫＡＺ

お店の雰囲気と料理ですね。メニューは 1 日 30 品です。仕込が大変なんですが、毎日少しずつ違うメニューを

出しています。料理はハワイにこだわってはいませんが、すべてハワイアンソルトを使用しています。ドリンクではハ
ワイ産パイナップルワインを置いています。置いているお店は、あまりないと思いますよ。ハワイアンライブも不定期
で開催しています。
―お客さんは、男性女性、どちらが多いですか？
ＫＡＺ

女性のほうが多いですね。ハワイが好きな人、リピーターのお客さんが多いです。

―最後に、今後の抱負をお願いします。
ＫＡＺ

将来もずっと、今のような雰囲気で続けていきたいです。次は、近所でもう 1 軒、居酒屋でなくカフェをやり

たいですね。
―ハワイの雰囲気が楽しめるカフェ、楽しみにしていますね。今日はありがとうございました。

開店前の忙しい仕込みの時間、取材に応じていただきありがとうございました。店内はハワイの音楽、雰囲気が漂いますが、ドリンクは焼
酎も置いてあり、気さくな感じがしました。2 階では 20 人弱までの宴会も可能だそうです。
今年はハワイ風忘年会も、いいかもしれませんね。
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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。

mway68
(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 は主に中小事業・店舗向けのホームページ制作サ
ービスを提供しています。クライアントとユーザーの両
方の立場に立ち、実用的で更新しやすく、そして、見や
すく使いやすいホームページ構築を企画・提案します。
また、ホームページをより安く効率的に運営するアドバ
イスも提供しています。

mway68 のホームページを全面リニューアルしました。

イタリア生活文化交流協会

URL:http://www.mway68.com/ ご覧ください。

■イタリア語講座～レベルは入門から上級まで。
少人数のグループレッスンの他、プライベート、セミ
プライベートレッスンもあります。
※開講状況など詳細は、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/

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・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

SAKULA CLOSET（サクラクローゼット）
ワンピースを中心に、素材の選定からデザインパ
ターン・縫製・販売に至るまでを手がけています。
ランジェリーのような、きれいなレース使いが特
徴。レースはフランス製リバーレースを使用して

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
またはコンテンタ 電話:06-6841-1656
URL: http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/

います。
最新作などは、下記 URL でご覧ください。
URL:http://www.geocities.jp/sakulacloset

M*create
ホームページの制作から商品パッケージ、ラベルなど印
刷物全般のデザイン制作しています。わかりやすく、的
確なデザインをご提案いたします。
電話(&FAX): 06-7175-0505
メール：m_create@tcct.zaq.ne.jp

入居者ニュース

号外

ほたる企画

ライトギターラ オフィス

イタリア生活文化交流協会

ほたる企画
☆★市制施行 70 周年記念事業

市民ミュージカル「紙のピアノ～新制中学物語～」公演無事終了

10 月 21 日 22 日、ほたる企画が制作協力した市民ミュージカルが幕を閉じました。観客数は 2 日で約 2100 人でした。
豊中市と市民の協働事業、多くの課題を残しながらも、最初の一歩になったことと思います。
お越しいただいた皆様、ありがとうございました。
「紙のピアノ」にでてくる、「豊中空襲」について、中学生が調べ作製したパネル展示をとよなかインキュベーションセンタ
ーホール図書室にて行ないます。
（展示期間 11 月中旬～11 月下旬）ぜひ、ご覧ください。
ほたる企画（電話：06-6840-5656 メール：hotarukikaku@tcct.zaq.ne.jp）

ライトギターラ オフィス
☆★中島桃子 秋のコンサート情報☆★
♪『秋風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：11 月 23 日（木・祝）(1)15：00 開演（14：30 開場）(2)19：00 開演（18：00 開場）
■場所： おばんざい＋カフェ 百音（モネ） 京都市上京区千本通り竹屋町下る 朝田ビル１階
（JR・地下鉄二条駅より徒歩 10 分）
■料金：(1)15：00 開演 ￥1,600（１ドリンク＋お菓子付）(2)19:00 開演 ￥2,000（１ドリンク＋１フード付）
※要予約（各定員 16 名・入替制）
■問合せ・予約先：おばんざい＋カフェ 百音（モネ） TEL：075-821-8363（営業時間 11:30～22：00）

♪お店などで出張ライブいたします。お気軽にお問い合わせ下さい♪
※上記の情報は、URL: http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/でもご覧になれます。

イタリア生活文化交流協会
♪友情のサビーナオーケストラ＆88 人のホルンアンサンブルコンサート
■日時：12 月 22 日（金）19:00 開演（開場 18：30）
■場所：ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南）
■曲目：ロッシーニ：ランデブー・ド・シャス
ウェーバー：魔弾の射手より
J.ハイドン：トランペットコンチェルト（ソリスト：ビニーチョ・アレグリーニ）
W.A.モーツァルト：ホルンコンチェルト第 3 番 kv447（ソリスト：アレッシオ・アレグリーニ）
W.A.モーツァルト：交響曲第 41 番「ジュピター」（指揮：アレッシオ・アレグリーニ）
■入場料：A 席 3,000 円（前売り 2,500 円） B 席 2,000 円（前売り 1,500 円）
■チケット取扱場所：チケットぴあ（P コード＝239-024）

♪毎月第 1 日曜日サビーナフェスティバル開催
次回は 12 月 3 日（日）です。
■イタリア家庭料理教室（要申込）
■銀粘土講座（要申込）
■サビーナ・アンサンブルコンサート
■蚤の市
※料理教室メニュー、申し込み方法、その他詳細は決まり次第 HP(http://www.sabina-net.jp/)に掲載します。
上記問合せ TEL：06-6844-8787

FAX：06-6844-8788

メール：hotaru@sabina-net.jp

センターからのおしらせ
●コミュニティビジネス in とよなか

※要申込

■日時：11 月 18 日（土）14:00～19：00
■対象：CB 事業者および CB に関心がある方、豊中市民などどなたでも
■プログラム：
第 1 部：14:00～15:30 基調講演「健康をテーマに南米の雇用創出にチャレンジ」
アマゾンカムカム株式会社 http://www.amazoncamucamu.com 代表取締役社長 田中一夫氏
第 2 部：15:40～17:20 CB 事業者プレゼン～豊中市内の CB 事業者によるサービス紹介
※プレゼンする CB 事業者募集中です！（豊中市内に限る）
第 3 部：17:30～19:00 交流会～地域の人、CB 事業者、支援者などによる大交流会
（ロビーにおいてCB事業者による展示同時開催）
■場所：とよなかインキュベーションセンター2 階ホール
■定員：各 80 名
■参加費：第 1 部、第 2 部無料 第 3 部 1,500 円

●起業家研究会

※要申込

起業を考えている方、起業して間もない方向けの勉強会です。
基本は講師をお迎えして 90 分の講義＋質疑応答、意見交換などです。
経営に関すること、制度に関すること、営業・技術に関することなど事業をすることに必要な知識、
先輩の体験談などをもとに学ぶ研究会です。
参加は関心ある方ならどなたでも歓迎します。
研究会終了後は、ざっくばらんに情報交換できるよう懇親会を開催します。時間の許す限りご参加ください。
第 15 回
■日時：12 月 14 日（木）19:00～21:00
■テーマ：コミュニティ・ビジネス最前線！

コミュニティ・ビジネスは 1980 年代にイギリスで始まったと言われています。
日本には、1990 年代に紹介され、近年急速に広まっています。
その先進国「イギリス」での、現在の様子を、先ごろ取材してきた方々に、お話いただきます。
■場所：とよなかインキュベーションセンター
■参加費：500 円
■終了後、懇親会があります（参加費と別途 1500 円）
。

●12 月のランチ会
6 日（水）20 日（水）12 時より センターロビーにて※昼食は各自ご用意ください。
ランチ会は毎月第 1・3 水曜日お昼に開催します。お気軽にお立ち寄りください。
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