
 

 

 

 

 

 

 

― 初に、インキュベーションマネジャーの仕事について教えてください。 

奥田 ひとつは、入居起業家の事業成長の手助け。もうひとつは、インキュ

ベーションセンターという施設全体の運営を考えることです。具体的に言う

と、入居起業家の支援、入居者ではない一般の起業希望者の支援。そして、

地域の既存団体、企業とのネットワークづくりです。 

 
―当センターのマネジャーになられて 1年半ですね。振り返ってみてどう思われますか？ 

奥田 早かった気もするけど、中身は濃かった。今まで私が携わってきた起業支援とは違いましたから。「コミュニティ

ビジネス」にも、このセンターに来て初めて関わるようになりました。走りながら、学びながら、考えながらの 1年半

でしたね。 

 
―この間、奥田さんのなかにいちばん残っている出来事は何ですか？ 

奥田 7 月に開催したインキュまつりです。起業とは関係のない方、地域の方や子ども達、イタリア生活文化交流協会

「アンサンブルサビーナ」のコンサートが聴きたくて来られた方等、大勢のみなさんに来てもらったのがとても嬉しか

ったです。また、当日は地元商店の方にも協力いただいて、生花やお茶、和菓子、ジュースの販売、写真撮影をして、

まつりを盛り上げていただきました。 

 そして、地元自治会のご協力が有難かったです。「チラシ配ってあげるよ」と気持ちよく引き受けてくださり、暑い

中、配布していただきました。それは、本当に嬉しかったです。 

 

―そういうご協力は、これまでの関係づくりがあったからでしょうね。 

奥田 蛍池納涼祭の会議に顔を出したり、何かをお願いしたりされたり。そうやって、地域の方との関係は出来ていく

と思います。地域で出来ることがあればやりたいし、もっと打ち解けていきたいですね。 

 

―ちょっと話が変わりますが、「建物の裏、雑草取ってきれいにしてくれたね」と近所の方に言っていただけました。センタ

ーの施設周辺をきれいにしておく、といったことも地域の方に受け入れていただく上で大事だなと思いました。 

奥田 そうですね。センターの中だけ良かったらいい、というのでなく、センターの外も大事。周囲の人も気持ちよく

いてくださることが大事です。そのためには、ルールやマナーを守るように。それは、私たちの良識の持ち方ですね。 

 
― 後にこれからの抱負を聞かせてください。 

奥田 いろんな人が出入りできるような仕掛けづくりがしたいです。起業家、コミュニティビジネス関係者だけでなく、

お祭りに来てくれたような年輩の方や学生など。そうでないと、色んなことが生まれないから。なかなか仕掛けづくり

が追いつかないですけどね。色んな人をまきこむには、私がもっと外に出て行って、人に会っていかないといけないと

思います。 

 
―奥田さんが走る日がまだまだ続きそうですね。今日はセンターに対する奥田さんの思い、何を大事にしているか、等が聞け

て、良かったです。ありがとうございました。 
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ご近所さん紹介コーナー⑭ 鳥芳（とりよし） 

〒560-0033 蛍池中町 3丁目 9-30 電話 06-6855-2837 営業時間 9:00～19:00 定休日：（水）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―まず 初に、お店を開店されて何年ですか？ 

前田 19 歳の時からもう 43 年になります。見習いの後、

自分で始めました。照月堂さんの今のご主人も小さい頃

から知ってますよ。 

 
―長い間蛍池におられて、町はどんな風に変わってきたと思

われますか？ 

前田 昔の町のほうが、対面や会話がよく出来ました。お

客さんとも地元の情報交換がお互いできたから、引っ越

してきた新しいお客さんにこちらも地域の情報を提供で

きたしね。今はそれがちょっと無いかな。昔のお客さん

も年をとってきて、買い物に行くのが娘さんやお嫁さん

になり、お肉だけ肉屋さんで買うというのでなく、「他の

ものと一緒にスーパーで買おう」となってしまいました

から。最盛期の 3 分の 1 か 4 分の１になったけど、まあ

細々とやってます。 

 
―でも、「やっぱり鳥芳さんのお肉がおいしい」という馴染

みのお客さんが来られてるのでは？ 

前田 そうやね。お馴染みさんはやっぱり来てくれます。

「いつものちょうだい」で僕もわかるからね。そうやっ

て販売して、後からお客さんに「あかんかったわ」と言

われたことはないですよ。それに、お客さんに「これち

ょうだい」と言われて、いい商品が無いときは「今日は

無いよ。また次にして」と言うからね。「売れたらいい」

という気持ちは持ってない。そうでなく、価値のあるも

のを低価格で提供したい、看板を傷つけたくないという

気持ちです。お客さんはそれぞれ、大切なお金を出して

くれるんやから。 

 
―こちらの鶏肉は、淡路島産なんですね。 

前田 淡路島は山があって、水がきれい。そんな自然の中

で育った平飼いの鶏を販売してます。食べたらわかりま

すよ。池田や曽根の飲食店にも配達してるし、鳥のたた

きにする時は必ず来てくれるお客さんもいます。 

 
―コロッケや焼き鳥もおいしそうですね。 

前田 コロッケはお客さんの注文を受けてから揚げるし、

焼き鳥も焼いたまま長時間置いておかないんです。揚げ

たり焼いたりしたものを置いておくと、味が落ちるから

ね。 

 
―商品全てにこだわりを持って販売されていることが、お話

からよくわかりました。今日はお忙しい中ありがとうござい

ました。 

 

  

前田さんは、鶏肉を使ったレシピも教えてくれます。この日は、「砂ずりとピーマンの炒め物」（砂ずりとピーマンを炒めて、

水分を取って、 後に焼肉のタレやキムチのタレをからめる）。インタビュー後も、いろいろレシピを教えてもらいました。

ありがとうございました。 

 
店長 前田武司（まえだ たけし）さん 店長お勧めの「地鶏のモモ肉」

やわらかく、美味しかったです。

注文を受けてから揚げるコロッ

ケや串カツ。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 居 者 ニ ュ ー ス 

 

 

 

 

 

 

スローライフさくら ほたる企画

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/

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 

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。

URL:http://www.mway68.com/ ご覧ください。 

 

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。 
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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/

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/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

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 

 

 

 

 

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


 

 

 

ライトギターラ オフィス 
 

☆★9/6（水） 夜風のフラメンコギター（「風まかせ人まかせ」にて）開催しました！ 

９月６日(水)に大阪の玉造にある「風まかせ人まかせ」というお店で初めてライブ

をしてきました。あいにくの雨でしたが、たくさんのお客さんに来て頂きました。

フラメンコギターを間近で聞くのは初めてという方が多かったのですが、皆さん熱

心に聞いくださり、新しい世界に興味を持って頂けたようです。定員約 20 名ほど

の小さな会場で、最後は会場一体となってみんなでフラメンコのリズムを叩いたり

楽しい一時を過ごしました。 

こういったお店でのライブもこれからたくさんやっていきたいと思います。 
★風まかせ人まかせ(大阪市天王寺区玉造本町 12-1 仙野ビル 101) 

営業時間：18:00～22:30 

TEL&FAX:06-6768-1340 

環状線・地下鉄「玉造」駅徒歩１５分 

☆★中島桃子 秋のコンサート情報☆★ 

♪『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 

 

♪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」コンサート★☆ 

入居者ニュース 号外   ライトギターラ オフィス  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 

■日時：12月 22 日（金）19:00 より 

■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 TEL：06-6844-8787 FAX：06-6844-8788 

メール：hotaru@sabina-net.jp  

http://www.ne.jp/asahi/bar/contenta/
http://www.hcn.zaq.ne.jp/tenzendo/index.html
http://www.jttk.zaq.ne.jp/momoguitar/
http://www.sabina-net.jp/


 

 

 

センターからのおしらせ 

●プチサロン 

お酒片手に気軽に情報交換できるサロンを開催しています。時間も 19:00 ごろから…とアバウトです。 

気軽にご参加ください。申し込み、参加費は不要です。（場所はとよなかインキュベーションセンターです） 

ただし、ご自分の飲み物、食べ物はご持参くださいね。差し入れなども大歓迎！

第 5回 

■日時：9月 25 日（月）19:00 ごろ～ 

■ゲスト：松村博史さん 

進光システムコンサルタント http://www.s-sys.net  オートマチックトレード株式会社 http://www.autore.jp/ 

第 6 回 

■日時：10月 4日（水）18:00 ごろ～ 

■ゲスト：邑瀬 章文さん 

  ＮＰＯ法人ＤＧＣ基礎研究所 http://www.dgcbase.jp/  http://www.toyonaka-incu.com/c_dgc.htm 

 

●起業家研究会  ※要申込 

10 月、11 月の講師とテーマは以下の通りです。 

■日時：10月 16 日（月）19:00～21:00 

■講師：株式会社ファイコム 浅野由裕さん  

■テーマ：「中小企業の販売促進」 http://www.faycom.net/

 

■日時：11 月 6 日（月）19:00～21:00 

■講師：株式会社伸和 渡辺政一さん  

■テーマ「額縁製造業からインテリア提供企業へ（仮題）」 http://www.shinwa-gag.com/

※10 月 11 月とも、場所、参加費などは下記の通りです。 

■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）。 

 

●コミュニティビジネス入門講座  ※要申込 

■日時：10月 28 日（土）14:00～16:30 

■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） 

■場所：PIA（ピア） 

    住所：豊中市中桜塚 2-27-8 桜塚ショッピングセンター2階（ダイソー向かい） 

    TEL：06－6857－3449  FAX：06－6857－5669 

■定員：30名 

■一時保育あり。子ども 1人につき 300 円（必ず 10／26（木）までに申し込みください） 

 

●10 月のランチ会 

4 日（水）18 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。 

◆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 
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