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「いつかはビジネス」を叶えよう
　 　 　 　ドリマムの先 輩メンバーも

ハンドメイドクリエイターとして活躍中

売れっ子ハンドメイドクリエイターをめざそう!
　「ハンドメイドが好き！」 「売れっ子作家さんになりたい！」 「メジャーな
場所で販売してみたい！」 「好きなことで収入を得たい！」 etc…。今や社
会現象になっている「ハンドメイド市場」ですが、趣味として楽しむだけで
なくオリジナル作品を多くの人に使ってほしいと思いませんか? そんな
ハンドメイドクリエイターを目指すみなさんにぴったりのプロジェクトが「ド
リームマム（ドリマム）」です。プロのアドバイスを受けることができたり、イ
ベントへの出展などステップアップできるステージが揃っています。

ドリマムなら、ステップアップできる！！

D- r a l l i e
株式会社ディーラリエ

代表取締役 岩見尚見さん
N a om i  I w am i

同社がプロデュースするドリームマムプロジェクトは、
2016年全国商工会議所女性起業家大賞特別賞
受賞、おおさか地域創造ファンド採択、など数々のコ
ンペで受賞。

　「Smile For Family」。家族の笑顔のためにはママが笑
顔でいる毎日を！を企業理念にママたちの「やりたい」を応援
しています。“ハンドメイドが好き”から次の一歩に悩んでいる
方のプロデュースをスタートさせていただいてから、今年で6
年目となり、メンバーは150名を超えました。同じ目標に向か
ってなんでも話せる仲間は年齢や作風を超えてお互いを高
めあい、励ましあい、皆さんとても生き生きしていますよ。

長谷川 真理さん

ドリマム5期生
MALLE（マル）

自 分 のブランド を 持 ちた い！ スキ ルを 生 かした い！

問い合わせ先 ： 株式会社 ディーラリエ　田村・枩村（まつむら）
電話 ： 06-6842-9911
MAIL : info@d-rallie.co.jp
申し込みURL ： http://www.d-rallie.co.jp/dreamam6/

● 特技や趣味、キャリアを活かして夢を実現したいと思っている女性（18才以上）
● 出展希望商品がある、もしくはサービスの提供ができる方

説明会

場　所

問合せ先

プレゼンテーション

第1回 ： 1/13（金） 10：00～11：30　
第2回 ： 1/17（火） 10：00～11：30　
1/27（金） 10：00～11：30　

※第1回、2回同じ内容ですので、
　ご都合の良い日にご参加ください。
　（申し込みが必要です）

豊中市立生活情報センター くらしかん（豊中市北桜塚２-2-1）

マムフェスタ出展
右上参照

2/14

ドリマム
クリエイターズ
フェスタ in
東急ハンズ
梅田店

2/15～3/14
ロハスフェスタ万博 
ドリマムコーナー

出展

講師デビューや
ショップオーナー
への道も拓ける

シティライフとの共催
で開催する子育てマ
マたちのためのフェス
タに出展することが
できます。
※希望者のみ

まずは説明会に
参加して、プレ
ゼンテーション
にチャレンジし
てみよう。これか
ら始めたい方で
もOKです。

さらなるステップアッ
プとして、ワークショッ
プの講師になったり、
ネットなどでショップオ
ーナーになる人も。

人気の環境イベント「ロ
ハスフェスタ」に出展。

出展・メディア紹介実績
● NHKさきドリ密着取材（2017年1月8日放送予定）
● 2016年5月関西テレビワンダー密着取材
● 阪急・阪神・大丸など大手有名デパートへの出展
● ショッピングモールへの出展　● 講師派遣など

ハンドメイドクリエイター（ドリマムメンバー）募集要項

春名 優子さん
木下  則子さん
松本  昌代さん

ソーイングクリエイター
3人ユニットで活動
　私たち「toRoa」は、ドリマムの応募をきっかけに
結成しました。ここで学んだことは、「好き」だけで
は終わらない作品づくりの難しさや面白さ、仲間
や家族の大切さでした。子育てと両立しながら、
頑張ってきたおかげで百貨店から直接の出展依
頼やネットショップは即完売。オーダーも半年先ま
で予約を頂いております。今後の夢は「toRoa」と
いうブランドをもっと大きくすることです。

ひと針ひと針心を込めた
刺繍アクセサリー
　器用にこなせるタイプではなく、育児や家事
に追われる私が、大好きな手しごとを始めてしま
うと、家族に迷惑をかけるのでは?と思っていまし
たが、新しいことにチャレンジする姿を子どもたち
に見てもらえるのはステキなことでした。ドリマム
では作品を販売するためのノウハウを教えてもら
い、出展先で「MALLEのファンです!」と言って
もらえる人に出会えるまでになりました。

ドリマム1期生
toRoa（トロア）

頼れる仲間と一緒に始めませんか?

S t a r t

※希望者のみ出展 1月25日～1月31日まで梅田阪急百貨店10階で
開催される“刺繍と古書の手芸展”に出展。

5/19～21

本気度が高い方には各専門家によるビジネスへの
1歩のためのフォロー塾があります。「好き」だけでは
終わらない将来も描けるところが魅力的です。
〈2016とよなか市中小企業チャレンジ事業〉

ここが

in ホテル阪急エキスポパーク

子育てママとキッズのための祭典第6回 C i t y L i f e主催
千客万来事業共催

2016年豊中市中小企業チャレンジ事業

ホテル阪急エキスポパーク会 場
中央環状線

大阪大学
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千里住宅公園 万博外周道路
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至大阪空港吹田市千里万博公園1-5
アクセス／大阪モノレール「万博公園」駅下車すぐ
問合せは、シティライフまで。TEL.06-6338-0640

2/14Tue

「子育てもオシャレも楽しみたい」そんな子育て
ママが1日中楽しめるイベントを開催します。会場
には、お子さまのこれからを考えるキッカケにな
る「子育て」「教育」や、キレイで元気なママでいる
ための「ビューティー」「癒し・健康」など様々なプ
ログラムが盛りだくさん！ぜひ、ファミリー
やママ友同士でお越しください！詳細は
City Life2月号でお知らせします！

入場
無料

こども食堂ムーブメントを広げよう
～池田市･『池田こども食堂さくら』訪問～

取材・文　編集部 木下

　今回は、池田市の北豊島校区にある「池田こども食堂さくら」を取材した。
　以前ご紹介した池田市の「池田こども食堂開設支援補助金」の支援を
受け、2016年の8月にこども食堂をスタート。「最初はなかなか認知してもら
えず、最近ようやく集まってくれるようになりました」と代表の伊藤さん。地域
の方にも認知度が上がってきたようで、お米や野菜を定期的な差し入れや
当日の手伝いなど、助けられているそう。それでも運営は厳しく、行事などで
おにぎりを販売し、その利益をこども食堂の運営費にあてている。
　月4回開催（第2･4木曜 17時～、土日祝12時～）で、月に1回イベントを
実施。お伺いした日は木曜日。17時頃から子どもたちが集まり、料理ができ
るまでの時間はそれぞれ持参した宿題を行う「宿題タイム」。わからないとこ
ろはスタッフに質問するなど、アットホームな雰囲気。
　目の前が北豊島小学校ということもあり、先生が様子を見に来られること
も。伊藤さんやスタッフとすでに顔なじみの子どもたちが、楽しく過ごしている
姿にほっこり。「池田こども食堂さくら」は心もからだもあったかくなる場所だ。
　参加費はこども100円で大人が300円。電話もしくは
メールでの問合せ、予約可。

本日のメニュー。
いつも7品ほども
作っているそう！

一生懸命宿題を
こなす子どもたち。

取材協力：池田こども食堂さくら　
Facebookページ　https://www.facebook.com/kodomoshokudousakura/
参加予約先/電話：072-747-8355（伊藤）　メール：kmf.i-6035@i.softbank.jp

　　　　　　茨木市末広町1-1　井原興産ビル５Ｆ
受付/11時～19時（土曜日：10時～18時）　休/月・日・祝　2072-632-5578
●茨木校

　　　　　　高槻市紺屋町6-5  イマホリビル2F（駅前郵便局前）
受付/10時～21時（土曜日：10時～18時）休/日・祝　2072-685-7212
●高槻校

特 典
「シティライフを見た」で（1月末まで）
1、入会金15,000円（税別）→全額免除
　体験レッスン後即日入会のみ 
　※即日入会以外は50%OFF
2、2016年度教材費50%OFF
3、入会セットプレゼント
4、スクールバッグ（小学6年生まで）プレゼント
※各特典利用は、
　レッスンを3か月以上継続される方に限る

英検・英検Jr　受験会場認定校
http://english-w.jp  「HPをリニューアルしました！」

イングリッシュワールド
［姉妹校］千里中央校、緑地公園校、豊中校、塚口校
茨木・高槻

　英語力向上はもちろん、一人ひとりの子どもの成長を考えてく
れるフォロー体制で保護者満足度が96％と非常に高い同スク
ール。人気のベビーコースは1歳半から展開。3歳以上のコース
では‘’聞く・話す・読む・書く‘’の英語4技能を総合的に伸ばすカリ
キュラムが特徴だ。英検や資格取得コース、イベントも盛り沢
山。まずは体験レッスンへ！

1歳半～英語耳を作る最高環境
自然と身につく発音の良さに驚き英会話スクール

　一生に一度の買い物、学習机。納得できる
ものを選びたいなら関西最大級の品揃えの同
店へ！2017年のコイズミ・イトーキ商品も全ア
イテム取り揃え。ほぼ全品イス・デスクマット・カ
ーペット付きなのも嬉しい（椅子変更は差額で
可）。お得な2016年度旧型処分品もまだまだ

実施中。驚きの
価格で手に入る
ので、お得に賢く
良いものを手に
入れたい方は要
チェック！

デスク新型・旧型150台以上
お得に賢くお気に入りを見つけて学習机

キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。

豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　金曜定休　Pあり
年末年始 12月30日～1月2日休み

70120-49-1780
カーナビには下記の番号を入力
206-6852-1780

デスクランド曽根
中央環状線

不二家

千里中央

王将空港
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コイズミ、イトーキーなどの有名メーカーものをお得に！


