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センター玄関ホール リニューアルです

田辺

開店前、夫婦でカフェやコーヒー豆の仕入先を 1 年

かけて探してました。そんな時、インターネットで静岡

●看板ができました

のお店を知り、静岡までお店を訪ねて行きました。そこ

黒を基調にしたおしゃれな看板とフロアガイドが、玄関に

がお茶も販売していて、お茶畑にも連れて行ってもらい、

つけられました。お馴染みのロゴ「９」も映えて、自慢の

話を聞いたんです。最初は、
「喫茶店をやりたい」と思っ

看板です。

ていただけなのですが、化学肥料を使わないことや楽し
い人生を送るには？という話を聞いて、
「安全」や「人生
観」といったコンセプトに出会いました。コーヒー豆は
この静岡のお茶屋さんが買い付けに行ってます。
――コーヒー豆と緑茶、外国のものと日本のもの、といった気が
しますが？

田辺

そうですね。でも、両者とも土作りが重要で、豆や

お茶が育ち、飲むためにそれを乾燥、火入れする。そし
て、安全にこだわる。そういう意味では、コーヒー豆も
お茶も一緒です。
●入居者紹介コーナー

――店内でコーヒーの生豆から注文を受けて焙煎して販売してい

玄関ホールを入ると、右手に入居者の紹介パネルがありま

るお店は珍しいですね。

す。各入居団体の事業内容などを写真入りで紹介していま

田辺

スーパー等では焙煎したものが多いですが、消費者

す。センターにお越しの際は、是非一度ご覧下さい。

にはいつ焙煎されたものかわからない。当店は、焙煎し

※下記の内容はセンターホームページでもご覧になれます。

た日をパッケージに書いて販売しています。また、生豆
で置いている店や、
「オーガニック」や「フェアトレード
(途上国の自立を応援する活動)」商品を扱っている店もま
だ少ないですしね。オーガニックについては、前述のお
茶屋さんの話を聞いて納得した部分が多かった。茶畑に
も何度か通い、茶摘には毎年行っています。
――2003 年 10 月 1 日に開店されて、どんなご苦労がありました
か？

ご近所さん紹介コーナー⑧
コーヒー豆と緑茶の専門店

べるで

田辺

小売販売が不況です。ユニークさがないと難しい時

代。生豆、焼きたて、お茶に関しては自家農園直送を表

センターから北へ自転車で５分。中央環状線側道沿いにあ

に出して、差別化をはかっています。しかし、お客さん

るコーヒー豆と緑茶の専門店べるでさん。コーヒー好きの

は焙煎して売っているものに慣れているから、
「焙煎する

ご夫婦が、ご主人の退職後住居を改築してコーヒー店を開

まで 20 分待ってください」ということを理解してもら

店されました。※べるではスペイン語で「みどり」の意味。

うのに時間がかかりますね。
――心に残ることは、どんなことがありましたか？

田辺

開店したころ「定年退職後の新たな仕事、二毛作で

す」と言うと、75 歳の方から「私は三毛作ですよ」と言
われました。第 2 どころか、第３の人生を歩まれている
んだと感心したことがあります。
（ご主人談）
オーナーの
田辺ご夫妻です

60 歳を過ぎて、今も介護の仕事をしているお客さんが
います。お話をきくと「私もまだまだがんばらないと」
元気が出てきます。
（奥様談）
――今日はありがとうございました。

――センター事務所のコーヒー豆はいつもここで買っています。
最初、「なんでコーヒー豆と緑茶を一緒に置いてはるんやろう
ね」と話していたのですが？

コーヒー豆と緑茶の専門店 べるで
豊中市清風荘 1－5－25
（コーナン中環蛍池店 西隣 中央環状側道沿い）
営業時間 10:00～19:00（水曜休み）
TEL&FAX 06-6843-1159
E-mail verde1159@yahoo.co.jp
URL http://www.geocities.jp/verde1159/

場所：cafe de Brasil

TIPOGRAFIA（チッポグラフィア）

豊中市本町６ー７ー７
＊ 阪急「豊中」駅

南改札４番出口より梅花学園・豊中高校方面へ

徒歩５分

料金：１,５００円 １ドリンク（コーヒー）付
出演：中島桃子要予約（定員約２０名）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

■問合せ・予約

おいしいコーヒー豆を探していた事務局スタッフが、コー

TIPOGRAFIA

ナンへ買い物に行った際、見つけたお店です。注文してか

ライトギターラオフィス tel:090-8163-1105

ら焙煎してくれるコーヒーは、味も香りも一味違います。

☆「しょうない多文化フェスティバル」

みなさんも、是非一度ご賞味を。

日時：2 月 26 日（日）10:00〜16:00

入

居

者

ニ

ュ

ー

ス

tel:06-6849-6688

場所：庄内文化センター（庄内公民館・庄内図書館）
庄内地域で世界の食や遊びが体験できるお祭りが開かれま

★スローライフさくら…福祉用具レンタル・販売、介護保

す。楽しくて、おいしいものがいっぱい！中島桃子がギタ

険住宅改修を承っております。電話 06-6840-2255 まで

ー演奏で出演します。

お気軽にどうぞ。URL http://www.e-sakurasaku.jp/

■問合せ先：しょうないモデル事業実行委員会

★ほたる企画…イベントプロデュース、個人商店応援の事

（大阪府豊中市立庄内図書館内）

業展開中。お問合せは電話 06-6840-5656 まで。

Tel ０６−６３３４−１２６１

★イタリア生活文化交流協会…3 月 19 日(日)銀粘土アクセ

Fax ０６−６３３６−９３１４

サリー制作講座 13：00〜15：30 伊手工芸「木彫り教

●イタリア生活文化交流協会

室」毎月２回実施☆参加者募集中☆詳しくは電話

イタリア南部の家庭料理教室

06-6844-8787 まで。URL http://www.sabina-net.jp/

■第 1 回 3 月 2 日（木）19:00〜22:00

★(有) e スローライフ…旅行業法に基づく旅行業や国際交

■第 2 回 3 月 6 日（月）10:30〜13:30

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

メニュー：フライパンで作るナポリの家庭ピザ 2 種他 3 品

企画などを承ります。電話 06-6858-0104 まで。

の予定。グラスワインつき

★mway68…安くて簡単に作れる「かんばんホームペー

ワインとよく合う簡単でびっくりするほど美味しい料理です。男

ジ」を制作しています。詳しくはホームページをご覧下さ

性の方も気軽にご参加下さい。

い。URL http;//www.mway68.com/

■問合せ：06-6844-8787

★ライトギターラ オフィス…中島桃子ギター教室♪生徒

センターからのおしらせ

募集中♪豊中教室−北桜塚にある小皿料理「コンテンタ」に

3 月の予定

てギターの個人レッスンをしています。1 回 3500 円（１

ランチ会…3 月 8 日（水）23 日（木）

ドリンク付）
。火・水・金の 15：30〜16：30 で日時応

コミュニティビジネスステップアップ講座…●3 月 11 日（土）

相談。初心者歓迎。入会金 1 万円。♪夙川・女性のためのギ

14:00〜16:30 まで●場所 とよなかインキュベーション

ター教室も平日夜に開催。問合せ：ライトギターラ オフィ

センター●講師 当センタースタッフ●対象者 コミュニテ

ス TEL:090-8163-1105

ィビジネス入門講座受講生及びコミュニティビジネスを立

またはコンテンタ TEL:06-6841-1656

ち上げたいと思ってる人

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

CB フォーラム大阪…●3 月 22 日（水）13:30〜17:30●

入

居

者

ニ

ュ

ー

ス号外

場所 應典院本堂ホール
●詳細はhttp://www.osaka-cb.net/cb/forum05.html

●ほたる企画

をご覧下さい※パネリストとしてイタリア生活文化交流協

子ども達の安全を守るため、朝夕、小学校の周りを巡回し

会谷川さん、当センターマネジャー奥田が参加します。

。
ている広報車、豊中青色パトロール『おかっぴき隊』

起業家研究会…3 月 27 日（月）19:00 より

この広報音声は、ほたる企画が作成しました。

★新入居者

子ども達に呼びかけるように、心をこめて録音したので、

りました。次号でご紹介します。お楽しみに。

楊舒（よう

しょ）さんシェアード⑥に決ま

見かけたら聞いてみてくださいね。
●ライトギターラオフィス

◆発 行◆

☆２／２５（土）
「フラメンコギターの夜」

とよなかインキュベーションセンター

日時：１９：００ open

１９：３０start

〒560-0033

豊中市蛍池中町 3-9-20

TEL：06-6840-1955
URL
E-mail

FAX：06-6840-1922

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

