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とよなかインキュベーションセンター
事務局スタッフ紹介④

小田切 真澄

今回のスタッフ紹介は、いつもニュースレターを作成してくださる小田切さん
です。川口（事務局スタッフ）がインタビューしました。

―まず小田切さんの仕事内容を教えてください。
小田切

主に館内の清掃と、インキュベーションセンターの設備面の担当です。それに加えて、このニュースレタ

ーを毎月作成しています。
―このセンターで仕事してみてどうですか？
小田切

清掃とニュースレターという関連がないような仕事をしているんですが、清掃の方は、掃除して床がきれ

いになったりすると気持ちいい！自分でも、こんな気持ちいいものなんだと意外でした（笑）
。施設を利用するみ
なさんが利用するので、いつもきれいにしとかないといけないなと気をつけています。
―ニュースレターの方はどうですか？よく入居者さんやご近所のお店の方にインタビューに行かれてますが。
小田切

あらためてお話を聞いてみると、普段気づかない一面が見えてきておもしろいですね。入居者さんだと、

これまでどんな仕事をしてきたか、とか、どんな思いで入居されたのか、とか。ご近所のお店の方からは、昔の蛍
池の様子を教えていただきます。どちらも、
「え！そうだったの！」と思うことが多いです。それと、ご近所のお
店の方、入居者さん、インタビューした皆さん「お客さんが喜んでくれる顔を見るのがうれしい」と言われたのが
印象に残っています。
―これからのニュースレターの予定などあれば、教えて下さい。
小田切

記事や写真のレイアウトを、少しずつですが変えています。まだまだ模索中ですが、このインタビューが

載る 17 号も少し変わっているはずです。川口さんのような、デザインのセンスが無いのですが…。
―いえいえ。楽しみにしています。今日はありがとうございました。

いつも館内のお掃除ありがとうございます。今日はインタビューを受ける側ということで勝手が違って緊張されたでし
ょうか。これからも楽しいニュースレター期待しています。

ご近所さん紹介コーナー⑬

幸枝園茶舗（こうしえんちゃほ）
〒560-0033 蛍池中町 3 丁目 9-22 電話 06-6855-2936 定休日：（水）

茶葉を煎る機械。
月に１ 回程度 煎
るそうです。

棚には懐かしい茶筒が、店の奥に
はお茶の箱がずらりと並んでい
ます。40 年前から使われていて、
中はアルミが張ってあります。
店長

かわむらつねゆき

河村

常幸さん

まさこ

センター隣の蛍池市場内にあるお茶屋さん。河村常幸さん昌子さんご夫妻が、明るく迎えてくださいます。お茶を煎る日は、お店周辺にお
茶のいい香りが漂ってきます。7 月 8 日に開催した「とよなかインキュまつり」でもおいしいお茶を提供していただきました。ありがとう
ございました。ご主人にお話を伺いました。

―お店を始められて、何年くらいになりますか？
河村

自分たちでお店をやって 30 年くらい。その前は家

ちで暮らして 30 年です。昔は、朝の出勤時、空港で働く人

達の足音がすごかった。でも、モノレールが空港まで伸

内のおばあちゃんがやってました。

びてから、人が通らなくなったね。今は静か。これから

―この 30 年で、何が大きく変わりましたか？

の蛍池はどうなるか。ビルが建ち並ぶようになるのかな、

河村

この店だけでなく、業界全体にいえることだけど、

と思ったりもするけどね。

ペットボトル飲料の影響が大きいね。自動販売機でお茶

―蛍池の良いところを教えてください。

が手軽に買えて、手軽に入れられる。若い人達だけでな

河村

く、高齢者でも「手軽だから」とペットボトルを利用す

がないのがいいところ。そういう面では安心して暮らせ

る人が増えました。昔は、お茶は急須に入れて飲むもの

るね。

だったけどね。

―センターとお店は隣同士で、まさしく「ご近所」ですね。

―きちんと急須でお茶を入れて飲むのはちょっと手間です

河村

が、やはりおいしいですね。

どよく利用していました。公民館が移転して、しばらく

河村

そうやね。栄養、美容にもお茶の葉がいいよと私も

蛍池は国道に挟まれた小さい町やから、大きい事件

センターが蛍池公民館だった頃、詩吟の会に行くな

使われていなくて、夜は建物全体が真っ暗でした。今は

30 年前から言うてるけどね。

夜でもセンターのオフィスの電気が点いてて、すぐ横に

―開店と同時にこちらに住まれているそうですが、30 年前

住む私らは安心しますね。

と今で、蛍池はどう変わってきましたか？

―そう言って頂くと嬉しいです。ありがとうございます。こ

河村

れからもよろしくお願いします。

店舗と住居が同じですからね。商売と同じく、このま

以前は屋根がかかっていた商店街。7 月に工事があり取り外されました。お話を聞くと「消防法が変わって、商店街にあった
屋根を全部取ったんです。屋根が無くなったら暑いわ！」とご夫婦でおっしゃっていました。インタビュー当日も暑い日でし
たが、快く応じてくださいました。ありがとうございました。表側が店舗で奥と 2 階が住居という、懐かしい造り、そしてお
茶のいい香り漂うお店です。ぜひ一度お立ち寄りください。
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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

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。

にどうぞ。URL:http://www.e-sakurasaku.jp/

(有) e スローライフ

mway68

旅行業法に基づく旅行業や国際交流事業、

安くて簡単に作れる「かんばんホームページ」

スポーツに関するマネージメント事業や

を制作しています。詳しくはホームページをご

イベント企画などを承ります。

覧下さい。

電話:06-6858-0104 まで。

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

イタリア生活文化交流協会
■～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！
■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/

文正会社

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
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/

M*create

データ入力（データ精度は 99.95%保証）やロゴ

ホームページの制作から商品パッケージ、ラベルなど印

作成、HP 作成更新。通訳や国際交流、貿易の情

刷物全般のデザイン制作しています。わかりやすく、的

報代理。

確なデザインをご提案いたします。

電話(&FAX):050-3900-4513

電話(&FAX): 06-7175-0505

メール:bookyang@tcct.zaq.ne.jp

メール：m_create@tcct.zaq.ne.jp

入居者ニュース

号外

ライトギターラ オフィス

☆★8/5（土）とよなか祭り 中島桃子ギターソロで出演！☆★
8/5（土）に豊中まつりに中島桃子が出演してきました。 アジアふれあ
い市場ステージには今年３回目の出演です。16 時からの野外演奏という
こともあり、私もお客さんも汗だくとなってのステージでした。18 時か
らは場所をかえて、市民活動見本市にて演奏。ここでは室内だったので
皆さんにもゆったりと聞いて頂けました。番外編として、14 時からは「元
気音楽祭」で弾き語りをしてきました。アクア文化ホールのステージで
歌えたことは良い記念になったと思います。ということで１日３ステー
ジというハードなスケジュールでしたが、楽しい夏の１日となりました。
スタッフや関係者の方々、暑い中の２日間お疲れ様でした。
（中島桃子記）

☆★中島桃子 秋のコンサート情報☆★
♪『夜風のフラメンコギター』♪
■日時：9 月 6 日（水）夜（※時間は下記までお問い合わせ下さい）
■場所：風まかせ（http://www.fanto.org/kazemakase.html）大阪市天王寺区玉造本町 12-1 仙野ビル 101
環状線・地下鉄「玉造」下車 玉造筋鶴橋方向へ徒歩約 15 分「真田山」交差点すぐ
■チャージ：1,500 円（ご飲食代別）*要予約
■問合せ・予約先：風まかせ TEL & FAX 06-6768-1340

♪『月明かりのフラメンコギター』中島桃子ギターライブ in コンテンタ♪
■日時：9 月 22 日（金）20:00 開演
■場所：小皿料理

コンテンタ (http://www.ne.jp/asahi/bar/contenta/)

大阪府豊中市北桜塚 阪急宝塚線豊中駅下車 徒歩 10 分
■ピンチョス(おつまみ)・1 ドリンク付 2,500 円※要予約（定員約 20 名）
■問合せ・予約先：コンテンタ TEL & FAX

06-6841-1656

♪『天善堂茶論 ミニコンサート 中島 桃子フラメンコギター 』♪
■日時：10 月 1 日（日）
（1）13:30～14:30（2）16:00～17:00
■場所： 天善堂ギャラリー（http://www.hcn.zaq.ne.jp/tenzendo/index.html）大阪府箕面市百楽荘
阪急 牧落駅下車 徒歩 3 分。牧落駅へは 阪急宝塚線「石橋」駅で箕面線に乗り換え 石橋駅より二つ目です。
■参加費：1,200 円（飲み物付）※要予約 各定員：15 名 （入れ替え制）
■問合せ・予約先： 天善堂ギャラリー TEL&FAX 072-725-7758 または 072-724-0005

※上記の情報は、URL: http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/でもご覧になれます。

入居者ニュース

号外

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」コンサート★☆
■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。
チケットなどの詳細は当協会のホームページ（http://www.sabina-net.jp/）をご覧ください。
■問合せ 電話：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

入 居 者 募 集 中
１８年度第２回入居者募集中です。締め切り８月３１日（木）午後５時。事前相談にも応じます。入居に関して
のご相談は、とよなかインキュベーションセンターまでどうぞ！
●入居説明会８月２５日（金）１４：００～１５：００※別途施設見学・相談に応じます。お問合せください。
詳細、お申し込みはセンターHP をご覧ください。

9 月 の ラ ン チ 会
９月６日（水）、９月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。
お気軽にお立ち寄りください。
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