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おむすビーズは、農業に興味を持ってもらえるきっか
けづくりから、移住や本格的な農業デビューのお手伝
いまで、「あなた」と「農」の関わりをサポートしていま
す。田舎暮らしや地域のしごとに興味のある方、どな

たでもご参加ください！

日　時：2/28（日）13時～17時
　　　  ※出入り自由。トーク開始は13時からです。
会　場：豊中市千里文化センター（コラボ）
　　　  2F北出入口すぐ多目的スペースにて
　　　  豊中市新千里東町1-2-2  千里中央駅より徒歩5分
定　員：100名（お子様用コーナーもご用意しています）
問合せ：ご質問等、お電話又はメールでお問い合わせ下さい。
電　話：06-6939-3631
メール：farm@fpi-group.jp（おむすビーズ 豊中フェア担当宛て）

高知県、標高500mにある和田農園
「てんこつ溜井米」を先着50名様に
プレゼント！おためし米プレゼント券
の紙面を受付にてお渡しください。

　「ナリワイとしての農業」と、「農的くらし」の違いをそれぞれのライ
フスタイルで暮らす、地域の男性ゲスト2人を招いて、農との付き合い
方をひも解きます。

和田 裕盛
JA出資型農業法人
（株）れいほく未来　
生産部門主任

　1部、2部パネラー陣、他地域の団体、おむす
ビーズが地域の暮らしについて、ブースにてお待
ちしています。移住地域支援をグローバルな視
点でのアドバイザ―として活躍する、川人ゆかり
さんもお呼びしています。なかなか直接聞くこと
が出来ない部分をぜひこの機会に聞いてみて下
さい。地域のおいしい野菜やお米、お山の手作り
お菓子などの加工品も並びます。

川人 ゆかり
ローカルキャリアカフェ代表
移住定住アドバイザー

主催：株式会社FPIおむすビーズ　http://www.fpi-group.jp/omusubi-z/　協力：豊中市くらし支援課　豊中市委託　地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）事業「自治体連携による就労促進事業」

渡貫 洋介
むかし暮らしの宿「笹のいえ」
宿主
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林 佳吾
株式会社FPI おむすビーズ
統括マネージャー

　都市から地域へ移住した3人の女性。「くらし、かんじる日常」を自
分や地域、仕事に寄り添って過ごすそれぞれの女性たち。「本当は、
どうくらしたいのか？」のヒントを考える、トークディスカッション。

庵原 恵子
政策企画課地域おこし協力隊
本山町観光振興活動員

鳥山 百合子
NPO法人れいほく
田舎暮らしネットワーク
事務局員

渡貫 子嶺麻
むかし暮らしの宿「笹のいえ」運営
マクロビ料理家

藤田 ツキト
株式会社シカトキノコ
代表取締役
クリエイティブディレクター
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第1部
13:00～
14:15　

第2部
14:25～
15:50

第3部
16:00～
17:00

実際の体験に基づいた、分かりやすくリアルな半農半X的生活や田舎暮らしのお話し、
地域に寄り添う暮らし方についてなどのトーク＆ディスカッションを実施します。
皆さんのライフスタイルや仕事について再確認・再発見して頂ける機会にしてください！
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就農・移住にちょっとでも興味がある方は、
ぜひご参加ください。

イベント終了後、2次会（交流会）を別会場で予定。ご希望の方は、会場受付にてお申し出ください。（実費）

毎週火曜日  20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

　　　　　　 感謝デー！！

●毎月15日 GG感謝デー！！

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉商品の品出し、簡単な加工・レジ
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／870円
　　～900円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》
CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

阪急上牧駅前で営業しております。
スーパーフレスコ上牧店
高槻市神内２丁目13-40 1072-684-4711

24時間営業
ア
ル
バ
イ
ト

募
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〈時給〉840円～
〈内容〉1日4時間/週3～5日勤務
　　　時間帯要相談

詳しくは
お電話にて店長まで
ご連絡下さい。

●2/20（土）
●2/29（月）

2/3
（水） 節分
2/7
（日）

2/21
（日） 大決算セール

2/14
（日） 44周年感謝祭 産地特集

2/28
（日） 大決算セールファイナルセール

大漁魚市 5%クーポン利用日

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

http://www.aeonmarket.co.jpお客さま相談室　0120（602）513　

便利でお得な電子マネー「ＷＡＯＮ」が使えます。200円（税込）
につき１ＷＡＯＮポイントが貯まり、100ポイントで100円分の電
子マネーに交換できます。レジにてチャージ（入金）もできて、お
手軽にご利用いただけます。毎月、20日・30日は「お客さま感謝デ
ー ５％OFF」、5日・15日・25日は「お客さま わくわくデー ポイント
２倍」、毎月10日は「ありが１０デーポイント５倍」など、とってもお
得。是非ご利用ください。※カード発行手数料300円

ピーコックストアで「WAON」カードが使えますピーコックストアで「WAON」カードが使えます

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777

毎日 安い !

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

吹田商工会議所 豊中商工会議所 箕面商工会議所

「海外の優秀な人材をネットで活用する！
クラウドソーシング入門セミナー」

■所在地：吹田市豊津町1-21エサカ中央ビル２階
　　　　（地下鉄御堂筋線江坂駅北口から徒歩3分）
■T E L：06-6170-2800
■U R L：http://www.suita.cci.or.jp/?page_id=2176 ■本件に係る問い合わせ先

　箕面商工会議所
　TEL.072-721-1300　http://www.minohcci.or.jp/

■日　 時：2016年2月18日（木）15時00分～17時00分
■会　場：豊中商工会議所　４Ｆ　大会議室（阪急岡町駅前）
■講　師：ワークシフト・ソリューションズ（株）
　　　　代表取締役社長兼CEO　荒木成則さん
■受講料：会員500円・一般1,000円
■当件に関するお問い合わせ・お申込み
　豊中商工会議所
　TEL.06-6845-8006　https://www.ooaana.or.jp/

豊かな自然に恵まれた
止々呂美のゆずで作った
ポン酢はいかがですか？

箕面 実生ゆずポン酢
たきのみちゆずる
（２８０ｍｌ）７００円　海外向けネット通販や、小規模の輸出入をしたいが、言葉をはじめ

「できる人材がいない！」とお悩みの方にオススメのセミナーです。

【内容（変更になる場合があります）】
◆クラウドソーシングとは？
◆なぜ海外展開にクラウドソーシングが使えるのか？
◆実例紹介
◆活用にあたっての手順や費用感
◆大阪府関連施策説明　

あなたのスキルアップを応援！
パソコン教室受講生募集中

講師の荒木 成則氏

　「パソコンやタブレット、スマホの使い方が分からないけど、家族
になかなか聞きにくい…」「文章や表計算のソフトを使いこなした
い！」という方の為に、吹田商工会議所ではパソコン教室を開講中。
会費は 1 回 50 分、月 4 回の場合 6,000 円。自分のペースで
受講できるので初めての人でも安心ですし、興味のある方ならどな
たでも受講できます。他にも日商簿記
やビジネスマネジャー検定の講座も開
講中なので、資格でレベルアップを図
りたいビジネスパーソンにもおススメ！
まずは下記の番号へお電話ください。

お鍋の季節がやってきました～！！海外向けに販路をつくっていきたい皆さま必見！

この季節だけの限定販売です！！
箕面商工会議所、箕面市内のイオン系列の
スーパー等にて　好評発売中


