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学生と企業がスーツを着る前に話すワークショップ
今号の求人は、

９月 日に龍谷大学経営学
部３年生の森田惠介さんが発
起人となり、仕事について考え
るワークショップが 開 催 され
た。
テーマは
「自分の〝 好き 〞」。
自 分の 好 き なこ と があ るの
はわかる けれど 、それがど う

も近い距離で業種の異なる企業さんたちの話が聞けてよかったです。

ず大きかったです。
さらにイベントでは、説明会などで体験できないとて

みなさんいきいきと話していらっしゃって、本当に好きでその仕事をして

いるのだなと感じました。
このイベントを通じて学んだことを生かして、

口から探してもこんなにいろんな仕事があるんだということがわかった

■イベントでは、思ってるよりもたくさん話せて
「好きなこと」
という切り

ので楽しかったです！友達もすごく満足してくれたので良かったです！

事に直結しなくても、働くにつ

分の〝 好き 〞は増える」。学生

れて視 野 が 開 けることで 、自

イベントとなった。

にとって大 きな 発 見 があった

良きモノ」。伝 統工芸に興 味が

話す」「人間観察」
など、
めいめ

た。
その好きがどのように企業

トークでは企 業に質 問を 重ね

いの「 好 き 」が 並 び 、グルー プ

口だ。他にも「スポーツ」「 人と

ある 森田さんならではの切り

森 田さんの「 好 き 」は「 古 き

で関 連があるのか。「 現 時 点の

■今まで就活や自分の将来について深く考えることを遠ざけてしまっ

各人が自分の
「好き」
を紙に書

ていたので、
このイベントの企画に誘ってもらったことが自分にとってま

自分の〝 好き 〞がそのまま仕

■自分でも気づかなかった企業との接点を見つけることができたので、

いて、
企業との話に臨んだ。

した。
（龍谷大学３年）

億円貯まっている。

2016 winter

仕 事に 結びつくのかわからな
い――。森田さん自身のそんな
素 朴な 疑 問をもとに、参 加 者

自分自身の個性を
生かして働ける職場
を特集しました。

年後、自分の口座に

年後、次の日が待ち遠しいほど仕事が楽しくてたまらない。

きっと就活もワクワクたのしめるはずです。

おっちゃんとおばちゃんを見ていると

学生時代ではなく、いつも今が人生の絶頂期だと感じる

後者を実現した人から、その秘訣を教えてもらう雑誌です。

雑誌「おっちゃんとおばちゃん」は、

別の尺度ですが、どちらも同じくらい難しいようです。

みなさん、それもなさそうだと答えました。

これはありえそうですか？」

「それでは

みなさん、それはなさそうだと答えました。

ありえそうですか？」

「たとえば

その授業で、学生さんに聞いてみました。

就活するなんてさぞかしつらいだろうと推測します。

４回生になり「これから下り坂が始まるのだ」と思いながら

きっと自分の周りにいる社会人を見てそう感じたのでしょう。

大学時代が人生の絶頂期だと考える学生さんが多いことに驚きました。

先日、ある大学のキャリア教育の授業で、

はじめに

株式会社
マツヤスーパー
求人は
8ページ
から

直接コンタクトを取りながら、
自身への理解を深めるという内容はプラ

感じ勉強となる機会でした。
また、学生の2、3年生がこの時期から自身

谷大学卒業生）

●トヨタカローラ京都株式会社
●秀和株式会社
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11月26日（土）開催！ 申し込みは先着順です。
ご希望の方はお早めにご連絡ください！

www.occhan-obachan.com

本誌設置の大学・企業の詳細は、
ウェブサイトでご覧いただけます。

occhan+obachan gadgets

ドキッとするほど企業と近い。本音の就職情報誌です。

シューカツに悩む
若い君のための本。
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営者
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http://occhan-obachan.com/
https://www.facebook.com/occhantoobachan/
お申し込みはメール
（info@occhan-obachan.com）
で！
詳細は
「おっちゃんとおばちゃん」
ＨＰ＆フェイスブックをご覧ください。

詳細は

知らなかった！」に出会う。ワークショップ
次回は 企業の「それ、
!
予告
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（龍谷大学３年）

■
「好きなこと」
を題材に各々が感じている・考えていることを企業様と

秀和
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［ 協 力 ］京 都 商 工 会 議 所

京都造形大３年中川ちほり×おっちゃんとおばちゃん編集部
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参加者たちの声（一部抜粋）
円城新子

【参加企業名】
（順不同）
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これから自分が本当に好きなことをもっと突き詰めていきたいと思いま
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18

『おっちゃんとおばちゃん』編集長

2016 winter

これからの視野が広がったと思います。
（龍谷大学３年 森田惠介）

トヨタカローラ京都
株式会社

株式会社
八千代
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のことについてしっかり向き合い、活動している姿は本当に凄いと思い
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『新発見！自分の“好き”ってなーんだ？』レポート
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スなことばかりでした。抽象的に描いている
「好き」
を客観的に見ること

22
日本タウン誌・
フリーペーパー大賞2015

18歳～30代のための求人誌
新 卒・第 二 新 卒 以 上・中 途 採 用 向け

龍谷大学３年生森田惠介 × おっちゃんとおばちゃん編集部

歳で、起業した「おばちゃん」がいると聞いた。

主力商材は、高輝度の蓄光製品。
この特殊素材にたどりついたのは、
他人の話を聴き重ねる力があったからだ。
独自の聞く力と行動力が、自然と仕事につながった、

家計を助けた。

人に分配し、残りは自分の分として

スができそうです﹄といった、情報

﹃こんな技術と組んだら、ビジネ
す﹄

回って、﹃こんな 新 商 品が 出ていま

営者のみなさんの代わりに展示会を

稀有な「おばちゃん」の話を聞いた。

﹁自分のためには力が湧かない。で

を届けてあげようと思いました﹂。

も、友達や家族のためにならいくら
でもがんばれる性分なんです﹂。

会計を見るだけではなく、受注に

65歳

歳。結

コの皮集め、夏は鮎獲り、秋は栗拾

ちを束ねるガキ大将で、春はタケノ

を稼ぐか﹂に敏感だった。子どもた

に育った。小さな頃から﹁いかにお金

出身は滋賀県、裕福ではない家庭

理由は、人との出会いが大きい。

ンパニーを立ち上げたのか? その

そんな彼女がなぜサンユニットカ

出ていけ﹂とまで言われた。

夫には反対され、
﹁起業するなら家を

ったわけでもない。サラリーマンの

ば、北川さんはもともと起業したか

を始めたわけではない。さらにいえ

家庭も円満で、経済的な要因で会社

婚して子育てもひと段落した時期だ。

北川さんが起業したのは

他 人 の た め に 力 が 湧 いて く る

北 川 奈 那 美 さん
48

い、冬は薪集め。大人に売って、友

するために、学んだ技術で友人

学校を卒業後、就職。手に職がつけ

F IL E NO.007

たかったんです」。学費の足しに

つながる情報を持ってきてくれる。

ていけるように、手に職をつけ

北川さんが担当する企業は業績が改
善するため、行く先々で歓迎された。

数十年後の私へ
んだ。
「どうなっても自分で食べ

たくて、 歳から丸２年間、経理の
歳から、公

になる。しかし、そのあとも北川さ

に通い、さらに洋裁学校でも学

専門学校に通った。 歳で結婚、男
女の２児に恵まれた。

その公認会計士事務所は畳むことに

んは中小企業のために、展示会回り

会社経営者
のスカートを縫った。

認会計士の事務所で働き始める。

なり、 歳のときに北川さんは主婦

たときに、北川さんは重宝された。そ

は無償で続けていた。

年間、中小企業の会計を担当し

﹁中小企業のみなさんが、素晴らし

ビジネスマンの 悩 みを 解 決 し たい

の背景には、ある工夫があった。
い技術をもっていることに驚きまし
た。でも人手がないから情報収集に

転機は１９９５年、 歳のときだ

していた。夜は経理の専門学校

04
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時間がさけない。だったら、私が経
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20代、京都の会社で事務員を

京都造形芸術大学３年生プロジェクト

企業の
「それ、
知らなかった！」
に出会う。
始動
私たちが開催します！ぜひご参加ください！

プするよと言ってくれたのです﹂。

１週間後に連絡があり、その後も
﹁誠心誠意おつきあいさせていただ

北川さんを慕って同社に転職した。

Ｅ社の開発部長の後押しもあり、

訪問したときに、たまたま外出しよ
北川さんは会社を立ち上げた。カメ

慰められるほどになった。 回目に

憩所でたまたま前に座った、２人の

うとしたカメラの開発部長に出くわ
ラ開発で悩んでいたビジネスマンは、

った。東京のカメラの展示会で、休
ビジネスマンが悩んでいる様子が気
した。今とばかりに、直訴した。

協力をとりつけた。

やりとりを重ねて、最終的にＳ社の

北川さんは中堅カメラメーカーＳ

できるかを相談していたのだ。

主流の時代に、どんな方法なら撮影

と考えていた。フィルム式カメラが

の場で渡す事業をデジタル化したい

でプレイヤーの写真を撮影して、そ

ら衰退していく。蓄光製品ならその

の撮影は、いずれ各家庭に普及した

﹁開発部長さんが、デジタルカメラ

く評価し、起業を勧めた。

手企業と話をつけた主婦の手腕を高

業のＥ社だ。Ｅ社の開発部長は、大

プリンターを開発したのは大手企

先輩、おばちゃんのひとりだ。

なふうに働けたらいいな﹂と思える

まぎれもなく、私たちが﹁将来こん

たまらないと話す北川さん。彼女は

いだけかもしれませんね﹂

は、見つけるための人に出会ってな

やりたいことが見つかっていない人

いた結果が、次につながります。今、

２人はある会社の社員で、ゴルフ場

いう気持ちが、口をついて出てきた。

社のブースで、医療用の高額なデジ
心配はないから大丈夫、バックアッ

京都府久世郡久御山町栄2丁目1-148
TEL 0774-41-2366

事業内容：蓄光製品開発・製造卸、スポ

ーツ写真撮影用デジタル画像システム、

毎日、人に会える仕事が楽しくて

タルカメラを見かけたことがあった。

企業の「それ、
知らなかった！」に出会う。
ワークショップ

ので撮影して、プリンターで出力す

京都造形芸術大学３年生中川ちほり × おっちゃんとおばちゃんワークショップ

﹁あのＳ社のデジタルカメラというも

スポーツ写真撮影及び写真販売

れば実現できるかもしれない!﹂。
アイディアは浮かんだが、Ｓ社が
協力してくれなければ話は始まらな

い。ビジネスマンたちにも、Ｓ社に
コネはなく、途方に暮れていた。
突然の訪問、日参で直訴

そこで北川さんはＳ社を訪れ、カ
メラ開発部門に面会を申し込む。門
前払いだった。主婦が突然きたのだ
回は足を運んで面会を申し

から、当然の対応といえよう。
﹁私、
込もうと決めたんです。すぐにＳ社

までの定期券を買いました﹂。
不屈の精神で日参するが、会って

話をしてみたい

い出させてくれる。

ものの考え方を

もらえない日々が続いた。Ｓ社の守

独立を全面協力してく

い
えていな
就 職を 考
歓迎！
学 生も 大

れた方からいただいた

業種や職種にとらわれることなく、自分の視点を広げることで

衛からまた来たの、残念だったねと

京都の左京区にある芸術大学、

月に開かれる。企画者

京都造形芸術大学のワークショッ
プがこの
は３年生の中川ちほりさんだ。都
市デザインに興味のある中川さん
は、将来を見据えて、学生時代にし
かできない経験を積みたいと思っ
た。
「都市のデザインにおいては、
ありとあらゆる人がクライアント
であり、いろんな大人に出会って
おくことが強みとなる」
、そんな思
いで仲間たちにおっちゃんとおば
ちゃん編集部とのワークショップ
開催を呼びかけた。
造形大学の仲間たちと回を重ね
て話すうちに、
「自分の就職をどの
ような基準で決めていくのか」が
悩ましいのだと気づく。今回のワ
ークショップは、自分たちの視野
を広げるためのヒントになること

知りたい
たくさんの「知らなかった」を「発見」に変えてみませんか。

熊谷みなみさん

人とおつきあいしてい

いろんな大人と

企業の目線から自分を見つめたり、自分の目線から企業を見つめることで、

北村友莉さん

く」
。初心をいつも思

社会人の

ここは就活の現場ではなく、
「 人生の先輩」に社会の知らないことを尋ねる場所です。

ダルマ。
「 誠心誠意、

予想もしなかったコトと接点が見つかるかもしれません。

おきたい

そんな知らない世界を広げるきっかけづくりがこのワークショップです。

下坂菜摘さん

と確信している。イベントに向け

ふと思えば知らないことだらけ。

中川ちほりさん

サンユニットカンパニー
参加希望者は所属（大学名と学部）、名前、年齢、連絡先（メールと携帯番号）、
参加希望の動機を明記して、
メールのタイトルは
【11/26・京都造形芸術大学ワークショップ参加希望】
で
次のアドレスにご連絡ください。info@occhan-obachan.com
メールが届いた場合、
こちらから受理のお知らせを返信します。

※飲食物の提供はありません。食事は済ませてご来場ください。

大学１～３年生対象（４年生も参加歓迎）
日時：2016年11月26日
（土）18時30分～20時30分（開場18時15分）
場所：ハートピア京都 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車
5番出口
（地下鉄連絡通路にて連結）
参加費：無料（要予約）
参加企業：おっちゃんとおばちゃん掲載の厳選企業

※人数が多い場合は、先着順で参加者数の制限をさせていただきますことご了承ください。

か?﹂、持ち前の人の役に立ちたいと

になった。
﹁なにを悩んでいるんです

sat.
将来のことは考えて

11/26

あなたが現在この質問をされたとき、
どう答えるでしょうか。

原和生さん

06
07

48

就活に

2016
気が向かないけど、

自分は何を基準に企業を見ているのだろうか。

大里実咲さん

て、現在、鋭意準備中だ。

「あなたが興味ある企業のことを説明してください」。

50
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人 材 募 集
recruitment

本社：京都市右京区西京極北大入町132
TEL.075-311-7893
http://www.kyuzaya.jp
従業員数：39名
創業：1986年3月
設立：1997年6月

一つを深く追求し、新しい可能性を生み出す。

主な事業内容：豆腐・油揚げの製造、卸、
販売業務

0

100

「職人」と「クリエイター」の
200m

高辻通

両方が気になる人に向いています。

葛野大路通

公園

公園

天神川
天神川通

市バス
葛野大路高辻

「大豆はさまざまな可能

陸橋

性をもつスーパーマン。手

京都バス
西京極スポーツ
センター前

京都光華女子大学

間を掛けた昔ながらの手

市バス
光華女子学園前

162

作りにこだわっています」
。

9

五条通
ハンナリーズアリーナ
京都市西京極総合運動公園

東田和久社長

至 阪急京都線
西京極駅

京都屈指の高級地豆腐メーカー、

世界の豆腐ブームを追い風に成長中

有限会社 久在屋

JOB INFORMATION

正社員募集
「
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

最近、スーパーにおける豆腐のコーナ

ーの面積が広がっていることにお気づき

だろうか。
「赤ちゃんからお年寄り、美食

家、菜食主義者、環境保護に敏感な人。

メインディッシュにもスイーツにもな

る。世界中のあらゆる人をターゲットに

できる商材。豆腐の可能性は無限大」と

話すのは、京都の高級豆腐メーカー「久

在屋」の東田和久社長だ。

豆腐業界は、
「町の豆腐屋さん」
「工場

での機械生産」が２大主流だ。前者は後

継者不足で衰退をたどり、後者は価格競

争で疲弊する。そこから一歩抜きんでた

のが「高級志向の豆腐屋」だ。世界全体

が健康志向に向かう今、高品質で優れた

素材をつかう高級志向の同社は、成長が

見込まれる有望企業だ。

久在屋を訪れた人は、一見、工場を併

設した豆腐店と思うかもしれない。しか

し、工場は新商品をその場で生み出した

いがゆえに本社に隣接、企画生産の機動

力を追求した結果だ。

また、東田社長は、原料となる大豆を

求めて、全国の生産農家をめぐる「大豆

ハンター」だ。若手豆腐店を中心に約５

００点ものエントリーがある「全国豆腐

品評会」を立ち上げるなど、業界全体の

レベルアップにも取り組む。

「豆腐の枠にとらわれない、自由な発想

を求めています。製造部門で実際に手を

動かして、豆腐づくりの基本を体得した

のちに、商品開発、販売、企画に進むこ

とを期待しています。日本の豆腐の未来

につながる、新しい可能性を創り出せる

人と出会いたい」。

豆腐へのくわしい知識は不要。必要な

interviewer=Editorial Staffs head writer=Yoko Nagao photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

のは、
「あなたなら、日本、ひいては世界
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の人に豆腐をどう発信するか」
、職人とク

豆腐・油揚げの製造業務
【内容】豆腐・油揚げの製造業務、補助作業全般から販売、
企画まで、すべての過程に関わる仕事です。
【応募資格】2017年3月卒業見込の方（全学部全学科、文
理不問）
【給与】基本給 175,000円～
【勤務地】久在屋本店工場（京都市右京区西京極北大入町
132）
【休日】
シフト制 月9回
（2月のみ8回）休日出勤あり
【就業時間】
（代表例）4時～13時・7時～16時 9時間拘束
1時間休憩
【その他待遇】社会保険完備 交通費社内規定あり
【連絡先】
まずは一度お電話ください。
☎075-311-7893

リエイターの両方の気質をあわせもつ、

※2018年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
6月1日以降に選考解禁します。

あなたのシンプルな好奇心だ。日本にお

専門学校
卒業生
歓迎

ける豆腐の概念をがらりと変える可能性

第2新卒
以上
歓迎

を秘めた仕事だ。

2017年
3月 大学
卒業見込

豆腐１丁４００円、
油揚げ１
枚３００円。一般に流通し
ているものの約３～４倍と
高価格だが、豆腐は１日２
０００丁、油揚げは１０００
枚もの売り上げがある。
１つ
８００円の豆腐もある。富
裕層向けの高価格帯商品
が売れる。
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髙橋さんはもともと理系が得

▼学ぶ時間を生み出す「集中力」

は、京都で創業 年。あまたの

婦﹂の髙橋拓児さんだ。木乃婦

﹁木乃
で、注目されているのが、

数値やデータ、理論を持ち込ん

で語られがちな和食の世界に、

勘や感性などあいまいな言葉

和 食 を デ ー タ 化 、分 析 す る

▼先の世界を見据える「先見力」

美食家をうならせる、京都の名
料亭だ。仕出しを含めて年に８
万人が利用する。
厨房では、髙橋さん以下 名

まった。５年の修業の後、京都

同時に、日本料理の魅力には

髙橋さんは、先人の料理をそ

料理界に新風を起こしてきた。

しい素材や技法を使う創作で京

のままコピーするのではなく、
﹁いまの 時 代の 最 高の 料 理をつ

﹁料理は感性と言われますが、

う野菜は年間５００種類、魚が

兆﹂で修業生活に。料理人が使

卒業後は和食の名店﹁東京吉

ことを訓練のひとつにした。

とシニアソムリエの資格をとる

度が高い。髙橋さんは利き酒師

とりわけ﹁香り﹂は繊細で難易

でもてなすが、
嗅覚、聴覚、触覚︶

日本料理は五感︵味覚、視覚、

大学大学院での研究にも加わっ

ロジェクトの一員として、京都

は和食のうまみを調べる国家プ

がポイントになる。２年前から

理するか﹂
、味のデータ化や解析

﹁どんな味を組み合わせ、どう料

人の使命と考える。そのために

くり、次世代に渡す﹂のが料理

大事なのは計算です。素材や組
２４０種類。８種類の包丁を使

﹁日本酒は２５０、ワインには

界をうならせる最高峰の日本料

た。髙橋さんが目指すのは﹁世

実家に戻り、祖父に仕入れを、父に経

営を学ぶ。
「シニアソムリエ」
「 利き酒

師」の資格を取得。京都大学大学院

を科学的に研究。NHK「きょうの料
農学研究科修士課程に在籍し和食

理」講師。著書に『10品でわかる日本

水の硬度で調整を加える。

学卒業後、
「東京吉兆」で５年修業。

はなかった。

み合わせ、季節感を考える料理
い分け、学ぶ技や調理法は天文

５００もの香りを表現する言葉

たかはし・たくじ/1968年、京都市出

度以下では濁るからだ。産地や

には、膨大なデータと分析力が

があります。語彙を増やすと嗅

料理』(日本経済新聞出版社 )、
『和食

﹁最初はしんどかったですが、料

最 高の 料 理 を 次 世 代へ渡 す

まった。

に戻り、仕事と研鑽の日々が始

と精度につながるからです﹂。

科学的な見方や分析力が、理解

時間と温度を視覚化させます。

温度計を持たせ、調理に最適な

﹁若い調理人全員にタイマーと

を仕上げていく。

の料理人が、息を合わせて料理

40

やり手の
ものづくり

意で、高２まで理系クラスだっ

理 系 が 得 意 、でも 家 業 を

引き上げるのが常識だった。現

布を水に浸け、沸騰前に昆布を

た。しかし大学は経済学科へ。家

在は

▼分野が違っても力を発揮する
「柔軟力」

80

学的数字になる。

身。京都の料亭「木乃婦」３代目。大

理﹂
。研鑽はまだまだ続く。

髙橋拓児さん（48）

好きな理工学を学び続ける理由

▼慣習や経験だけに頼らない
「分析力」

欠かせない。綿密な計算があっ

世界各地の食文化を学び、新

「木乃婦」主人

く質は ～ ℃で溶け出し、

やり手の力
てこそ、思い描いたゴールに到

客様に鍛えられるのも京都のよさですね」。

覚が格段に鍛えられるのです﹂。

新しさと伝統が響き合う木乃婦の料理。月

理の成り立ちを論理的にとらえ

４回来店する顧客もめずらしくない。
「同じ

60

業を継ぐことが定められた者に、

～ ℃で１時間と決めて

る。たとえばだし。ひと昔前は昆

料理には科学の目が活かされ

『世界最高水準の京料理』

いる。なぜなら、昆布のたんぱ

70

75
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interviewer=Editorial Staffs writer=Kyoko Kurita photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]
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60
72

達できるのです﹂。

て、理解を深めました﹂

季節、同じ食材でどう変化をつけるか。お

髙橋拓児さん（48）の

Yarite File.7
京料理「木乃婦」主人

の道』(IBCパブリッシング )など。

他
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和の心を知るということ。
大人になるということ。

きっかけは、
「分類するおばちゃんの手」だった。
世界初の機械開発は、意外なところか

かがいました。
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ら着想して始まったそうです。例えば、

人間の手のセンサーの精度に驚き、同

企画・制作・営業・発行

大きさ、重さのまちまちなピーマンなど

時にそれに近づくべく、オートメーショ

株式会社 union.a

の野菜を、別々に量り、瞬時に1袋が同じ

ン化を模索、開発する。そのためには、

Editor in Chief, Publisher

重さになる組み合わせを見つけて詰め合

自分のアンテナを張りめぐらせ、本来な

わせる装置。「実はこれ、農協で働くお

ら気に留めないような、日常の出来事に

ばちゃんが、手でやっていたことなんで

着目することが、大切なんですね。

円城新子

Deputy Editor, Writer in Chief

呉玲奈

す」。株式会社イシダの広報係の方からう

Editor

編集長

円城新子

篠本暁人
Editing Assistant

中山みゆき
Writer

栗田京子
長尾ようこ
新海美保

今日来た客に、再度の来店動機を
つくるのが「おもてなし」。

Art Direction, Design

北原靖浩

カネヨシ商事の宮川社長の言葉です。

弊社の別媒体『ハンケイ500ｍ』にもカ

2020年東京オリンピックに向けて、おも

ネヨシ商事のページがあります（ぜひ読

Illustration

もりはなぐみ
Design

DesignMINUTE
Photograph

モスグリーンスタジオ

てなしの重要性が言われていますが、得

んでみてください）、本誌との共通点は

てして抽象的。宮川社長の言葉は、ダイ

「お客様のためになにができるか」
。ブレ

レクトにビジネスと結びついていて、自

のない経営の姿勢と戦略に感嘆します。

分がなにをしたらいいのかが明確です。

Map Design

副編集長

呉玲奈

Design MapLe
Web Design
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Printing & Bookbinding
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美味しい料理と
心尽くしのおもてなしを

本誌設置の大学・企業の詳細は、ウェ
ブサイトからどうぞ！

occhan-obachan.com
NEXT ISSUE 2017年2月中旬発行予定 !

京都新卒応援ハローワークよりお知らせ
京都新卒応援ハローワークでは、
企業説明会を毎週開催！み
なさんの希望や就活の状況に応じて、就職活動の進め方を一
緒に考えています。くわしくは、ホームページをご覧ください。
京都新卒応援ハローワークHP
http://nisizinkarasumaoike-kyoto-plaza.jsite.mhlw.
go.jp/home/shinsotsu.html
京都新卒応援ハローワーク
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 西館3階
開庁時間 平日9:00～19:00 土曜日9:00～17:00
日曜、
祝日、
年末年始は閉庁
問い合わせ、
予約TEL：075-280-8614

ワインの染みがついた
ノートからの断片
未収録 + 未公開作品集
チャールズ・ブコウスキー 著 ,
中川五郎 訳
青土社 2016/7 3200円
（税別）

一度は作家の夢をあきらめ、適当な仕事にありついて、
酒とギャンブルの放浪生活にあけくれた、チャールズ・
ブコウスキーの未収録+未公開作品集。
「ボブ・ディ
ラン全詩集1962-2001」訳書を手がけたフォークシン
ガー中川五郎氏の訳が、素晴らしく心に染みます。孤
独と怒りを抱えて、社会の片隅で生きる人々が時々語
る優しい本音は面白い。
（うさこ）

ゆっくりといただく。
これも社会人の第一歩。
昔から京都の本物を支えてきたのは、伝統的な職人の技。そんな京都の土
壌における「職人」というキーワードに着目し、独自の哲学・こだわりを持った
現代の「職人」を、ひとつのバス停から半径500mに限定して、じっくり探索。
そこで再発見した「京都らしさ」を、皆様にお届けします！
日本タウン誌 フリーペーパー大賞2015
ライフスタイル部門

京都市下京区木屋町通仏光寺下ル和泉屋町162番地 TEL 075-342-1777

バックナンバーは

最優秀賞受賞

第３回京都女性起業家賞の
京都府知事賞を受賞！

ht t p:// k y o t o -h a n a t s u b a k i . c o m
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info@occhan-obachan.com

www.occhan-obachan.com

京都市東山区小松町568-3 TEL 075-531-6600

日本画家西山翠嶂のアトリエ跡地。
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大人の優美なひとときを教えてくれます。

人生の中で訪れる節目に、

京情緒あふれる、雅な佇まいは

八坂神社・清水寺に近い祇園の一角。

祇園の隠れ家で味わう、
初めての懐石料理。
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