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2018.1
EXPO'70パビリオンとは

高 槻 市・茨木 市・摂 津市・島 本 町

万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。
これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、
そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

［ 三市一町合同就職フェア ］

合同就職面接会

の建築」展を開催しました。パビリオンの建築図
面、エキスポタワーの真鍮模型など皆さんの記
憶にあると思います。
今回は「The Legacy of EXPOʼ70 」の第2弾とし

北摂地域の企業多数参加

参加費
無料
日時
場所

予約
不要

参加企業

て太陽の塔に関する展覧会を開催します。3月

参加企業については、1月上旬以降各主催
市町及びハローワーク茨木のHPで公開
予定です。

30社
（予定）

19日から太陽の塔内部公開が始まります。太陽
の塔は、大阪万博時に、テーマ館の一部として
誕生しました。取り壊しから逃れて、孤独にたた

1月26日●

平成30年

ずむ太陽の塔。その誕生から内部公開までの変

金

遷をご紹介します。改修工事やビームペイン

13：00〜16：00

一般・中高年齢者等の求職者等

13：00〜16：00

持ち物

面接を希望する企業数分の
履歴書（写真付き）筆記用具
ハローワークカード（登録されている方）

お問合せ先

●
●
●
●
●
●

にて。

「The Legacy of EXPOʼ70 建築の記憶−大阪万博

職業適性診断
福祉のお仕事相談
働く・働きたいひとのための労働相談
中高年齢者雇用促進フェア
中高年齢者就労相談
シルバー人材センター相談

万博記念公園 自然文化園内
時間／10時〜17時
（入館は16時30分まで）水曜休館 ※12月27日〜1月1日は休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料）※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要

206-6877-4737

公式Facebookに
「いいね！」
しよう

編集後記

高槻市産業振興課（平日8：45〜17：15）TEL.072-674-7411

求人に関することは

詳細は、1月末よりEXPOʼ70パビリオンHP

現 在、春 の 企 画 展 準 備 の 真っ最 中。昨 年 は

同時
開催 （受付13：00〜15：30）

高槻現代劇場 文化ホール2階・3階

対象者

始まった太陽の塔の歴史を振り返ります。

パビリオンは、
1月2日から開館いたします。

（面接受付12：30〜15：00）

（高槻市野見町2-33）

ティング、そして内部公開へと新たなステージが

新年あけましておめでとうございます。EXPOʼ70

ハローワーク茨木（平日8：30〜17：15）TEL.072-623-2551（部門コード32#）

［主催］高槻市・茨木市・摂津市・島本町・ハローワーク茨木・大阪府
［共催］高槻商工会議所・茨木商工会議所・摂津市商工会・島本町商工会
［協賛］茨木雇用開発協会・高槻地区人権推進員企業連絡会・茨木地区人権推進企業連絡会・摂津地区人権推進企業連絡
会・島本町企業内人権啓発推進連絡会
［協力］北大阪地域労働ネットワーク・公益社団法人高槻市シルバー人材センター・社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 大阪
福祉人材支援センター・大阪府社会保険労務士会 大阪北摂支部

2017年を振り返ろうと手帳を
繰ってみました。仕事の記録は
残っていますが、休日や家族と過
ごした些細なことは書かないた
め、ほとんど思い出せませんでし
た。皆さんの手帳はどうでしょう
か。私は明日から日記代わりにメ
モを残し、
もっと豊かな思い出を
繰っていきます！
（編集後記のネタ
探しで気づかされました。
コサオ）

ナチュラルマルシェinイオン
高 槻 店が 1月2 0・2 1日に開
催 。ハーバリウム、
ドライフラ
ワーなどのボタニカルアイテム
のショップや、
ドーナッツや珈琲
などナチュラルフードの人気店
が大集合。お気に入りがきっと
見つかる楽しいイベント！ぜひ
遊びに行ってみて！
（カンノ）

City Life Newsの
「PTA改
革」。従来の方法をがらりと変え
た2校を取材しました。
どちらも、
一人の保護者の「おかしい」
と
いう思いがきっかけ、
まずはアン
ケートで現状把握から始まったと
いいます。義務感ではなく、やり
たい PTAは、学校運営や子育
ての悩みにも解決の一手になり
得る…。高まる機運！
（minori）

日本酒特集（P.2・3）
の取材
で地酒を扱うこだわりの酒屋さ
んに行ってきました。いろいろお
話を聞いているうちに、
その魅
力の一端が分かり始めてきまし
た。いつもはビールやワインとい
う方もお正月はぜひ、
日本酒を
味わってみてはいかがでしょう
か?お気に入りの1本と出会え
たら、感動しますよ!
（まっつー）

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！

茨木商工会

議所

創業者向けのいばらき異業種交流会

高槻商工会

議所

摂津市商

事業継続計画（BCP）策定セミナー

創業希望者、創業5年未満の方、
創業者向け事業を展開されている方を対象に開催します。
（1事業所2名さままで）

風水害や感染症からあなたの会社守れますか？

【日時】平成 30 年１月２７日（土）

BCP がどう活用されたか最新事例から学ぶ！本セミナーは、中小零

14:00〜17:00

【会場】茨木商工会議所
（立命館いばらきフューチャープラザ）
【内容】先輩企業家に聞く、私の創業体験談
講師 : 株式会社シーガルボストン
代表取締役 藤崎 泰三氏
100 秒で 120% の効果を、売り込み PR タイム
市内唯一の創業者向け大名刺交換交流会
【備考】参加費 1,000 円 / 人 定員 60 名（先着順）

■ 詳細、お申込みは、
茨木商工会議所ホームページをご確認下さい。

〜事業継続計画（BCP）の策定〜

中小零細企業
必見！！

生き残るために、熊本地震、九州北部豪雨などで

細企業だからこそ、必要となる計画ですので是非ご参加ください！

【日

時】平成 30 年 1 月 18 日（木） 15:00〜17:00

【会

場】高槻商工会議所

【講

師】ミネルヴァベリタス株式会社
代表取締役
松井 裕一朗
員】40 名（1 事業所 2 名以内）

【定

4 階大ホール
氏

【主

催】高槻商工会議所（幹事） 茨木商工会議所
摂津市商工会 島本町商工会
【申 込 み】FAX・ホームページより
高槻商工会議所 で 検索
高槻商工会議所

TEL :072-675-0484
FAX:072-675-3466

工会

創業支援セミナー
＆ランチ交流会

ーわたしにもできる♪夢をかなえる第 一 歩♪

【開催日時】2 月 1 日（木）10:00〜12:00

【開催場所】摂津市産業支援ルーム（摂津市商工会 3 階）
【講

新しい地域ビジネスの創り方！クラウドファンディング活用セミナー

師】CAMPFIRE LOCAL HYOGO

運営代表

生島正氏

【開催日時】2 月 8 日（木）10:00〜12:00 ランチ交流会 12:00〜13:00

【開催場所】摂津市立コミュニティプラザ
【講

【講

起業に役立つ！インスタ映えする写真撮影のコツ！

師】紅茶・お茶専門店 TEACHA 主宰 ホロストリィ 山崎 由美子氏
新しい起業のカタチ！店舗を持たない飲食店
流しのカレー屋 and CURRY

師】 and CURRY 主宰 阿部 由希奈氏

【ランチ交流会】参加費 500 円 ※ランチ交流会のみの参加は不可
and CURRY のカレーと TEACHA のチャイによる
講師山崎氏、阿部氏との交流会

■ 詳しくは
摂津市商工会

06-6318-2800

http://settsu-sci.jp/

