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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〉事務・レジ・ベーカリー など
〈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》

コープ共済

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

　
　
　集

〈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。

●5/20（金）
●5/30（月）

北摂の
スーパーマーケット
INFORMATION

求人情報からお買い得情報まで

ガラポン抽選会

5/20
（金） お客様感謝day
鹿児島特集

5/29
（日） 肉の日

母の日ごちそう特集

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

5/7（土）
   8（日）

5/5（木祝）
   6（金）

5/14（土）
   15（日）

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 !

講師の佐田先生

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

現役商業科高校教師が指導！
「豊中簿記塾」開催！ 第143回（6月12日（日）施行）日商簿記2級検定試験に向けて、

本番さながらの模擬試験を実施します。

■当件に関するお問い合わせ・お申込み
　豊中商工会議所　総務課（電話 ： 06-6845-8001）
　http://www.ooaana.or.jp/

■上記についてのお問い合わせ先
　箕面商工会議所　電話 ： 072-721-1300
　http://www.minohcci.or.jp

■場　所：吹田市文化会館 メイシアター、吹田市役所駐車場
■日　時：平成28年5月7日（土）8日（日）　10:00～16:00
■主　催：吹田産業フェア推進協議会　
■共　催：吹田市・吹田商工会議所 
★最新情報は、http://www.suita.jp/ でご確認ください。

“吹田の元気”　
第33回吹田産業フェア開催迫る!

「前回不合格だった方」
「勉強を途中で挫折された方」など
“リベンジ組”対象！

2級の出題範囲が大幅に変更されます！！
日商簿記2級模擬試験＆改定点についての
解説と直前ポイントチェック講座

　毎年恒例となっております吹田産
業フェアの季節がやって参りました。
今回は特別企画として「吹田市民
の健康づくりフェスティバル」を開催！
健康に関する講演会・セミナーや体
験会、また北大阪健康医療都市の
まちづくりのパネル展示など健康イベ
ント盛り沢山！また、１０５の事業所・団体にブース出展もあり、フードコー
トや商業祭、農業祭、ミニステージを展開するほか、今年は阪大 vs
関大の大学対抗落語会や吹田ストリートダンスフェスティバル、渡辺睦
樹氏エレクトーンコンサートなど吹田を更に盛り上げて参ります！

　実際に日商簿記検定試験で出題された過去問題をご用意します。
それをもとに自学自習で勉強していただき、分からないところはその
場で質問、その場で解決するスタイルです。大商学園高校の現役
商業科教員の他、同校 OB・OGも来校し、皆さんのフォローに当
たります。なんと「無料」です！
◆日　時 : 5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10 （すべて金曜日）
　　　　  18時00分～20時45分　※希望日のみの参加もOKです。
◆対　象 : 6/12（日）開催の日商簿記検定2・3級合格を目指す方で、
　　　　  前回試験不合格者、勉強を途中で挫折された方など
　　　　  （初学者は対象外です）
◆会　場 : 大商学園高等学校（阪急宝塚線 服部天神駅 西へ徒歩約10分）
◆講　師 : 大商学園高等学校 商業科教諭・簿記部顧問　佐田 丈志 先生
◆参加費 : 無料

◆実施日時 : 5月29日（日）10時～17時00分
◆場　　所 : 箕面商工会議所　3階研修室
◆定　　員 : 20名程度
　　　　　  （先着順、定員になり次第締切ります。）
◆受 講 料 : 箕面商工会議所会員2,000円、
　　　　　　一般の方2,500円

　模擬試験終了後には解答と、今年度から変更となる改定点の解説、
ポイントチェック講義も行いますので 2 週間前の予行演習と要点確認
の場としてぜひご活用下さい。

チェック！！

From
CityLife

ライター・カメラマン・イラストレーター

フリーランススタッフ募集
弊紙CityLifeで活躍してくれるフリーランスの
スタッフを募集します。地元の魅力を伝えるた
めの情報紙であなたの力を活かしてください。

神戸市（中央区・灘区・東灘区）　阪神間（西宮・芦屋）
大阪北摂エリア（高槻・茨木・摂津・吹田・豊中・箕面）

■取材エリア

高卒以上20歳～50歳位まで。募集職種の経験が3年
以上ある方（編集・ディレクター経験のある方歓迎）

■応募資格

ライター・カメラマン・編集（ディレクター）■募集職種
シティライフweb採用応募フォームから応募してください。 
http://www.citylife-new.com

■応募方法

取材力、文章力はもちろんですが、企画
立案、紙面構成を考えたり、ディレクショ
ンができる方を特に求めています。もちろ
ん、グルメ、ヘアサロン、エステ、教育、子
育て、住宅関係など、専門性の高いライ
ティングができる方も大歓迎。まずは採
用応募フォームからお申込みください。

こんな人を求めていますこんな人を求めています

女性企業家に聞く　
「Dear N's kitchen」

　元 「々普通の主婦になりたかった」というプレセミナー講
師の漆谷さんだが、嫁ぎ先の工務店ではじめた雑貨店を
きっかけに、オーダー家具の受注販売、さらにはカフェ経営
を行うようになる。だがその歩みは仕事と家庭の両立で悩
む多くの女性と同じように、不安や葛藤の連続だっ
た̶̶。幼い子供の預け先がない、夫や親から理解を得
なければ、仕事の勉強をしなければ・・・。時には一人で頑張
り過ぎて寝込んでしまったことも。そんな時期も経験もしな
がら、2011年能勢の美しい田園風景の中に見つけた古

　起業して人生をもっと輝かせたい、子育ても
一段落して社会復帰したいけど独身時代のよう
な働き方はできない。自分の得意分野を活かし
て社会貢献しながらビジネスができたら・・と思っ
たことはありませんか。箕面商工会議所では女
性による女性のための『創業塾』が今年も開催
されます。
　講師は女性の中小企業診断士。女性目線で
経営をサポートする画期的なプロジェクトです。

●担当者からの連絡が行き届いており安心して参
加できた。講師の先生方の内容も充実していて
とても勉強になった。（大阪市在住Ｙ・Ｏ様）

●過去の洗い出しが素晴らしく、今までにない
「強み」「弱み」と異なる手法でやりたいことを
具体化できた。（箕面市在住Y・K様）

●女性ならではの共感や意見をシェアでき、皆さ
んのプランを聴けたこと、なにより女性Onlyが
良かった。（茨木市在住M・N様）

株式会社住まい創造舎   
代表取締役 兼 マネージャー
漆谷克子さん

中小企業診断士
大西　眞由美氏

講師：中小企業診断士　岡田　明穂氏
　　 中小企業診断士　大西　眞由美氏

プレセミナー
6/18（土） 13：30～16：00

中小企業診断士　岡田　明穂氏
●先輩女性起業家体験談 （株）住まい創造舎　漆谷　克子さん
場所：箕面商工会議所　参加費：1,000円

創業塾

「ビジネスのデザインを理解しましょう」

「ビジネスを“創る”って、どういうこと？」

7/2（土） 13：00～17：00【第1講】 

●開講式・自己紹介・ガイダンス（カリキュラム説明）
●ビジネスの構造設計図「ビジネスモデルキャンバス」
●プチ交流会

「お客さんのハッピーを考えましょう」
7/9（土） 13：00～17：00

●顧客価値の明確化

【第2講】 

申し込み先　箕面商工会議所　072-721-1300
場所：箕面商工会議所　箕面市西小路3-2-30 3階研修室
定員：25名　参加費用：5,000円（全5回）
後援：箕面市　協力：日本政策金融公庫、近畿経済産業局

「ハッピーをうみ出し、届ける仕組みを考えましょう」
7/16（土） 13：00～17：00

●ビジネスモデルのプロトタイピング

【第3講】 

「ハッピーを創り続けるために、お金をデザインしましょう」
7/23（土） 13：00～17：00

●ビジネスに役立つ数字とお金を理解する

【第4講】 

「あなたのビジネスを語りましょう」
7/30（土） 10：00～17：00

●ビジネスを進化させるストーリーテリング　
●修了式　●交流会

【第5講】 

箕面商工会議所

女性創業塾

女性創業塾とは…

『ビジネスを”創る”オンナのための創業塾』

取材・文　山下麻美（2015年同塾を受講、現在はフリーライターとして活動する）

民家を自社でリフォームし、念願だったカフェ「Dear N's  
kitchen」をオープンさせる。事業はその後二度に渡り「お
おさか地域創造ファンド」に採択され、2014年には大阪府
の経営革新計画事業として承認されるまでに成長。3年前
から始めたドレッシング等の製造業においては、商品をきち
んと納品できるかという不安に直面することがありながら
も、その課題を克服していくたびに成長を実感するそうだ。
そういった現在までの様々な過程をふまえ、プレセミナーで
公開される漆谷さんの起業ストーリーには女性が起業家と
して生きていくヒントが満載。何より目下の苦心談でさえも
大らかに語るその姿は、起業を志すあなたを“私にもできる”
という前向きな気持ちで包んでくれるはず。起業に興味を
お持ちの方から既に起業されている方まで、ぜひ奮ってご
参加を。

講 師

中小企業診断士
岡田　明穂氏

Dear N's kitchen
能勢町野間出野71-2
☎072-737-1910

昨年の参加者アンケート


