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北摂の商工会・商工会議所が団結し、行政区を越えて魅力を発信する
企画「地ヂカラフェスタ」。北摂という括りでまちづくりに取り組む新たな
一歩だと思います。会議所指導員が話す北摂ブランド創出は北摂を全国
ブランドに育み、
まちを潤すための重要課題だと思います。今後このイベ
ントはその礎になってほしいと願います。シティライフ編集部 尾浴芳久
■ブログ http://kosao.citylife-new.com

地ヂカラ

検索

北摂初

地ヂカラ通信のコンセプトは地域の力を掘り起こすことにあり
ます。
このコンセプトと同じく、商工会・商工会議所は地元の活性
化を図るため様々な企画を実施しております。今回、地元の商店
の活性のため、市や町内の魅力発信の枠を超えて、北摂という
括りで地元の魅力を発信しようとイベントを初めて実施することに
なりました。
それが地ヂカラフェスタです。
『北摂』
（三島地域４市１町＋豊能地域３市２町＝７市３町）
の

（土）
〜9日
（日）9時30分〜16時30分
開催日時 10月8日
場所

万博公園・東の広場
第15回ロハスフェスタ内特設ゾーン

参加費用 万博公園入園料（大人250円・小中学生70円）
と
ロハスフェスタ会費（200円・小学生以下無料）が必要です。

地域力、魅力を発信するため、各商工会・商工会議所の指導員
が選りすぐりの商品やサービスを選定し出展します。
このフェスタ

【主催】豊能町商工会・能勢町商工会・島本町商工会・

をぐるり一回りで、北摂地域の「おいしい」
ところを吸収できる内

摂津市商工会・高槻商工会議所・吹田商工会議所・

容になっています。

豊中商工会議所・池田商工会議所・箕面商工会議所・

うまいものあり、癒しあり、体験コーナーありの約38店舗が出展
します。ぜひ、
お越しください。

地 ヂカラフェスタ
出展ブース紹介！

※吹田市・豊中市・箕面市・能勢町・豊能町の出展
ブースの紹介は北摂WEST版で掲載しています。

高槻市

シティライフ北摂WEST版10月号でも出展者を紹介
詳しくは http://skk.citylife-new.com/

茨木商工会議所
【協力】株式会社シティライフＮＥＷ

下記は一部の出展者情報です

島本町
株式会社長井工務店

雅工房

三島郡島本町広瀬2-1-35
tel.075-961-0304
http://www.nagai-komuten.co.jp

三島郡島本町山崎2-1-8-607
tel.075-961-1355
http://www.miyabi-kobo.com

高品質の住宅を提供し、
自社設計・施工を
心がけている同社。土壁を使った昔ながら
の重厚な建築も行う。
フェスタでは子どもも 土壁（サンプル）への壁塗り体験・ス
ノコ他の工作
（共に1回300円）
体験できる体験教室を行う。

茨木市

（有）楠本書院

高槻市高槻町19-2-203
tel.072-683-2291
http://kusumoto@fudefude.com

地元高槻で書道の講師を始めて今年で29
年目の先生が、誰もが一生使う名前に秘め
られた大切な思いを忘れないようにと、人物 作品（額付き15,000円）。
その場での実演も対応可
名を基に言葉をつづった作品を出品。

たかつき京都ホテル

高槻市城西町4-39
tel.072-661-4501
http://www.takatsuki-kyotohotel.co.jp

高槻うどん餃子は、餃子の皮のかわりにうど
んを使った、高槻の家庭料理として30年ほ
ど前から伝わる高槻の名物料理。
ご当地B アレンジした高槻うどん餃子を販売。
内容は当日のお楽しみ。
級グルメとして人気。おつまみにピッタリ。

寒天ショップ心太（㈱タニチ）
高槻市下田部町1-20-26
tel.072-676-1122
http://kanten-shop.com/

大阪産にも認定されている清水寒天
（白天
餉）
をはじめとする寒天製品を製造・販売を
している老舗会社。昔ながらの製法を守り かんてんやの水ようかん（300円）、
改良を加えこだわった寒天を使用している。 ぜんざいようかん（350円）

今城文化民芸館 Cafe de 焼菓
高槻市出灰二の瀬１８
tel.072-696-7519

高槻山間部の農と陶がコラボ。地元野菜を
ベースに有機無農薬仕上げのクッキーと、
日本の陶芸のルーツ的土地である高槻の 有機クッキー類（３３０円）、今城焼の
器類
（１，
０００円〜３０，
０００円程度）
伝統品「今城焼」の器類を出品。

ふすまっくす松岡表具店
高槻市栄町4-16-1
tel.072-693-2326
http://www.fusumax.jp

２００７年より高槻市の鵜殿の淀川流域に
自生するヨシを刈り取って作った
「ヨシ紙」
を
ヨシ紙を使ったハガキ・一筆箋・レタ
普及させる事業に参画し、
ヨシ紙を使った各 ーセットなど十点余り
（３１５円〜１，
８
種商品を取り扱う。
９０円）

約38店舗出展

摂津市

株式会社プールアヴェニール 春菓

santa café HASH（ハッシュ）

茨木市新中条町8-16
tel.072-620-8012
http://www.p-a-haruka.com

子どもからお年寄りまで人気のスイーツ店。
フェスタでは地元茨木の素材を活かしたパ
ウンドケーキをフレンチトーストの様にふっく
ら焼き上げ、
トッピングしたものが登場。

摂津市千里丘東3-10-10
tel.072-625-2662

フレンチケーキ
（350円）
を出
品予定。

La mia sala Calma（ラ ミア サラ カルマ）
茨木市春日1-16-7-104
tel.072-664-0728
http://ibaraki-calma.com/

有機野菜や漁港直送の魚介など、新鮮な
食材を使用した人気の本格派イタリア料理
店。子どもにも喜んでもらえる本場イタリア
の味を提供してくれる。

パスタ
（500円）、肉料理
（800円）
を出品予定。

株式会社久後商店

アメリカニューメキシコ州サンタフェをイメー
ジしたカフェ。アメリカのハロウィンに魅了さ
れ、20年前からパイを作っている。人気の パンプキンパイ
（150円〜1,500円）
自家製手作りパイを出品する。

米粉パンのブレッドＫ
摂津市鳥飼上3-5-18
tel. 072-604-2528

富山で米作りをしていたオーナーが、
お米の
有効活用を考えてオープンした米粉を使っ
たパン屋。腹もちのよいモチモチ感が特徴 バターロール（70円〜）、菓子パン
（2斤800円）
で、
アレルギーの内容に応じ特注も可能。 （150円〜）、食パン

前村食品

茨木市豊川3-5-28
tel.072-643-2071
http://www.hisago-nori.com/

摂津市鳥飼上3-1-15
tel.072-654-9291
http://www.maemura.jp/

すし海苔や味付海苔などをはじめとした、創
業49年の海苔の専門会社。原料となる海
フェスタでは有明産焼きのり
（7枚
苔は社長自らの手で仕入れ、御飯との相性 300円）の販売や同じ原料を使用し
が良い秘伝の関西風タレで仕上げている。 た焼きのりが体験できる。

フロレスタ阪急茨木店

野菜本来の美味しさを引き立たせるため、
昔ながらの製法で一つひとつ丹精込めて漬
物を作る同社。
フェスタではなにわの伝統野 鳥飼なすの漬物（400円〜700円）
菜「鳥飼なす」
を使った加工品を出品する。

平松工務店

茨木市元町2-24
tel.072-622-8800
http://www.nature-doughnuts.jp/

自然素材にこだわり添加物を一切使用して
いない、子どもも安心して食べられるドーナ
ツ店。お店で一つひとつ丁寧に手作りされ
た優しい味わいのドーナツをぜひ。

屋根・外壁工事・建築板金工事の専門工
房。雨水を有効活用できる
「雨水貯留タン
クレインセラー150」や、地震・台風対策向 瓦のROOGA（ルーガ）やレインセラ
を展示
けに、新素材の軽くて強い瓦の展示を行う。 ー150（５万円）

摂津市鳥飼中2-5-10
tel.072-637-6106

ネイチャードーナツ
（120円）

ミスタームシパン茨木南店

茨木市玉櫛2-28-14-101
tel.072-652-6417
http://www.web-kinki.net/musipan/

生地に卵・牛乳・バター
（油）
を使っていない
商品もあり、
アレルギーのお子様にも喜ばれ アレルギー対応プレーンタイプのムシパ
ている蒸しパンの専門店。一つひとつ手作 ン（ 1 0 0 円 ※フェスタ特 別 価 格 ）や、
100円〜500円までの商品を販売予定
りで、
とってもヘルシーで優しい味わい。

家と家族の安全を考えた家づくりを行う工
務店。アレルギー対応・断熱・結露防止とい
った優れた断熱材や、防虫・防蟻
（シロアリ） おすすめの「サーモウール断熱材」
塗装などを展示する。施工受付や相談も。 などを展示。

せんりおかローリング健康センター
摂津市千里丘東3-2-21
tel.072-624-1115
http://senriokarolling.osakazine.net/

コロコロ転がるローリング機材によるマッサ
ージで、
身体の血液循環の滞りを取り除き、
本来持っている自然治癒力を改善させ、身 ローリング療 法マッサージ（ 2 0 分
体の不調や痛みを緩和・改善させる療法。 1,000円予定）

◆
◆最近になってパートを始めた。疲れて帰宅する毎日。家事に追われ、夕食を作り、息子と食事をしていると、「ママ、いつもありがとう、ごはんめっちゃおいしいで」。私の疲れはどこかへ吹っ飛んで行きました。（池田市
子どもの言葉で癒されますね）

