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Hello!!Hello!!

@HASHTAG!!@HASHTAG!!@HASHTAG!!@HASHTAG!!

2019.11.29 Open!2019.11.29 Open!

「まちづくりスポット大津」 オープン 3 日間のスペシャルイベント！
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ハッシュタグオープン記念トークセッションハッシュタグオープン記念トークセッションハッシュタグオープン記念トークセッション

2019年11月 29日（金）13:30～16:00

2019年12月 1日（日）10:00～16:00

きぐみのつみき クミノで遊ぼう！きぐみのつみき クミノで遊ぼう！きぐみのつみき クミノで遊ぼう！きぐみのつみき クミノで遊ぼう！きぐみのつみき クミノで遊ぼう！

とっておきのコーヒー講座とっておきのコーヒー講座とっておきのコーヒー講座とっておきのコーヒー講座とっておきのコーヒー講座
“春風珈琲” の明日から使えるおいしいコーヒー淹れ方とフェアトレードコーヒー講座“春風珈琲” の明日から使えるおいしいコーヒー淹れ方とフェアトレードコーヒー講座“春風珈琲” の明日から使えるおいしいコーヒー淹れ方とフェアトレードコーヒー講座“春風珈琲” の明日から使えるおいしいコーヒー淹れ方とフェアトレードコーヒー講座“春風珈琲” の明日から使えるおいしいコーヒー淹れ方とフェアトレードコーヒー講座

参加費 ： 無料 （定員 50 名）

ゲスト ： 押栗 泰代さん （認定 NPO 法人マイママセラピー代表理事／ナーシングクリエイト㈱代表）

　　　　浅井 一美さん （あさいこどもクリニック看護師／子育て情報誌ママパスおおつ編集長 )　他

ハッシュタグ館内のお披露目を行ったのち、 ゲストによるトークセッションを催します。

2019年11月 30日（土）　13:00-14:30   15:30-17:0021

要事前申込

参加費 ： 1,200 円 （定員 各回 15 名）

講　師 ： 日下部 伸行さん （春風珈琲）

講師は京都を中心に活動する出張ハンドドリップコーヒー職人 「春風珈琲」 日下部さん。

フェアトレード＆オーガニックのこだわりのコーヒーに、 ゆったりした時間をお過ごしください。

要事前申込 当日参加可能

プレイエリア入場料 ： 1 人 200 円 （東近江産ちいさい木のつみき付）

実施者 ： クミノ工房 （滋賀県東近江市）

かたちは１つ、 遊び方は∞の不思議なつみき 「クミノ」 でいっぱい遊びましょう！

 ①11:00 ②14:00 には考案者 「クミノ工房」 井上慎也さんのお話タイムもあります。

※小学校低学年までのお子さんは保護者同伴でご入場ください。 入場料はご入場されるすべての方にお願いします。
※混雑時は 45 分を目安にお声がけさせていただきます。 再入場も可能です。

当日参加可能

11月 29日にオープンする「まちづくりスポット大津」。

商業施設ブランチ大津京内「ハッシュタグ大津京」を拠点に、あなたの“ほっ

とけない”や“やってみたい”気持ちを後押しする活動を展開していきます。

スタートアップの3日間!!「ハッシュタグ大津京」へお越しください。

★会場はすべてブランチ大津京内ハッシュタグです。★会場はすべてブランチ大津京内ハッシュタグです。★会場はすべてブランチ大津京内ハッシュタグです。

★ お問い合せ ・ 申込先★ お問い合せ ・ 申込先
   shiga.npo@gmail.com   shiga.npo@gmail.com

   web 申込はこちらから   web 申込はこちらから
　  まちづくりスポット大津は　  まちづくりスポット大津は
    NPO法人しがNPOセンターが    NPO法人しがNPOセンターが
    運営しています。    運営しています。

★ お問い合せ ・ 申込先
   shiga.npo@gmail.com

   web 申込はこちらから
　  まちづくりスポット大津は
    NPO法人しがNPOセンターが
    運営しています。



スマホから！
参加申込フォーム

住所住所

氏名氏名

かなかな

E-MAIL　　　　　　@E-MAIL　　　　　　@

連絡先連絡先

参加参加
希望希望

※いただいた情報は「まちづくりスポット大津」に関する事業のお知らせにのみ使用し、他への転用はいたしません。

11 月 29 日 （金） オープン記念トークセッション

□ 13:30～ 16:00 トークセッション（無料）

11 月 3０日 （土） とっておきのコーヒー講座

□ 第1回 13:00～ 14:30（参加費\1,200）　　　　□ 第2回15:30～ 17:00（参加費\1,200）

参加申し込み
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2019 年 11月 29日 （金）
13:30 ～ 16:00 

参加費：無料

定　員：50 名 ※要事前予約

内　容：・施設紹介と館内見学

　　　　・トークセッション

　　　　・交流タイム ※閉会後

トークセッション
テーマ：

自分の生き方に合わせたキャリア創り

スピーカー：

・押栗 泰代さん
　（認定 NPO 法人マイママセラピー代表理事 他）

・浅井 一美さん（あさいこどもクリニック看護師・

　 子育て情報誌ママパスおおつ編集長）

・馬場 環
　（まちづくりスポット大津事務局）

コーディネーター：

・遠藤 惠子（認定 NPO 法人しが NPO センター理事・

　 認定 NPO 法人まちづくりネット東近江事務局長）

2019 年 11月 30日 （土）
①13:00 ～ 14:30
②15:30 ～ 17:00

参加費：1,200 円

定　員：各回 15 名 ※事前予約・当日参加も可

内　容：・コーヒー抽出実演と体験

　　　　・話題提供（フェアトレー

　　　　　ド、エクアドルのお話）

　　　　・歓談タイム

　　　　・販売コーナー

講　師 ：

　日下部 伸行さん（春風珈琲）

　　京都を中心に活動する出張ハン

　　ドドリップコーヒー職人。フェ

　　アトレード・オーガニックにこ

　　だわるコーヒーを多彩なイベン

　　トの場で提供している。

とっておきのコーヒー講座 
～“春風珈琲”の明日から使える

おいしいコーヒー淹れ方

とフェアトレードコーヒー講座

2019 年 12月 1日 （日）
10:00 ～ 16:00

プレイエリア入場料： 1 人 200 円

　（東近江産ちいさい木のつみき付）
　 ※当日参加可

内　容：

　・かたちは１つ、遊び方は∞の不

　　思議なつみき「クミノ」でいっ

　　ぱい遊ぼう！

　・「クミノ工房」井上慎也さんの

　　お話タイム①11:00 ②14:00

　・販売コーナー

実　施 ：

　井上慎也さん（クミノ工房）

日本の山の木と大工の技術からクミ

　ノを考案。この形はいずれ日本を代

　表するつみ木になると考え、2016年

　に東近江市箕川町で開業。製造、販

　売、イベント出展等を行っている。

ハッシュタグオープン記念

トークセッション

きぐみのつみき

クミノで遊ぼう！

会場

【送り先／問い合わせ先】　 認定 NPO 法人しが NPO センター （担当 ： 北井）

MAIL ： shiga.npo@gmail.com ／ TEL ： 0748-34-3033 ／ FAX ： 020-4664-3933

〒520-0021　滋賀県大津市二本松 1番 1号

ブランチ大津京内ハッシュタグ大津京

まちづくりスポット大津
※ 店内ＭＡＰ 28番／芝生広場内キッズスペースすべり台の隣の建物です

アクセス：JR大津京駅 /京阪大津京駅 から徒歩約 15分
（大津びわこ競輪場跡地）

駐車場あり（60分 200円 /1時間無料＋施設利用で 2時間無料）
※ オープン 1週間は周辺道路の混雑が予想されます。できるだけ公共交通をご利用ください


