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オンライン交流会

New Normal 時代 助け合える仲間は要りませんか？
もっと、売上を伸ばしたい

〇〇したいけど、どうしたらいい？
？
あなたの〇〇はなんですか？
例えば…

もっとお店（商品）を知ってもらいたい

地域の経営者さんと繋がりたい
SNSを使った集客に詳しい人と繋がりたい

報

申込

員

参加費

お申し込み方法は２種類ございます。

❶ FAXでのお申込は、ホームページよりチラシデータをダ

2020 年12 月 25 日（金）
第5回 2021年 １ 月 22 日（金）
第４回

ウンロードして、送信してください。

❷ネットでのお申込は、茨木商工会議所のホームページか
ら、エントリーフォームへお進みください。スマート
フォンからは、下記QRコードをご利用ください。

18時00分〜20時00分
定

所

時

議

日

人員不足を解消したい

情

本交流会の参加者に、
『その答えを持って
いる人がいるかもしれない』
。答えを持って
いる人が当日にいなくても、
『参加者の知り
合いに、その答えを持っている人がいるか
もしれない』
自分の困りごとを解決するヒントを得る。
人の困りごとを解決するお手伝いをする。
そんな交流会です。

会

ホームページをリニューアルしたい

12 名（先着順・会員優先）

お問合せ先

会 員 無料
非会員1,000円（2020年度は無料）

茨木商工会議所 総務部
▶TEL：072−622−6631
▶E-mail：info@ibaraki-cci.or.jp
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第 2回

参加者の声
喜努愛楽経営
茨木商工会議所初開催のオンライン交流会に参
加させていただきました！
オンラインならではの特徴も含めてこんないい
ことがあることがわかりました。
事務所にいながらにして、参加者の皆さんとの
交流を図ることができます。
少人数のグループに分かれてのセッションで、
悩みや課題を共有しながら情報交換をすること
ができます。
オンライン上での場づくりの方法もコーディ
ネーターのお二人（久瀬一善会員、中島正雄会
員）の進行から学ぶことができます。

代表

平 松 佳 一氏

今やオンラインコミュニ
ケーションが必須のビジネ
ススキルとなりました。経験がない方や浅い方に
とっては、この交流会は経験を積むチャンスにも
なります。
交流の輪を広げたい方、Zoom でのコミュニ
ケーションを経験したい方、ぜひお気軽にご参加
ください！
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かわらばん

瓦版

東西〜（と〜ざ〜い〜）、

ら

き

ばなし

ʴːऄʓʛ˙ʴ ʊʶඌڨٴ

東西（とざい）、東西〜（と
〜ざ〜い〜）。新年あけま

なが たか

しておめでとうございます。

〈業の武将、茨木長隆 ⑤〉
よし たね

本年も変わらずお引き立

解説しよう。10 代将軍足利義 稙 と対立して

てのほど、隅から隅までずずずいーっと、御

いた管領細川政元。後継者争いで暗殺されたの

願い申し上げ奉りまする〜。

ち、養子細川高国が跡目となった。その高国と

たか くに

はい、口上で始まりました茨木マイスター
ズ。昨年はメンバーの成田家さんのお店での
忘年会で締めました。各メンバー様々な困難

すみ もと

はる もと

後継者争いで敗れた細川澄元の子、細川晴元が、
また細川高国と対立している構図。
将軍は、10代足利義稙と対立した11代足利
よし ずみ

よし はる

があった一年ということでした。しかし、止

義 澄 の子、足利義 晴 が 12 代将軍に就いたので

まることのできないのが商売。お互い知恵を

ある。
ちょうど時間となりました。続きは次号にて。

出し合い「挑戦」の年にしていこうと決起いた
しました。
皆様にかわいがられ
る商売をしていきます
ので、よろしくお願い
いたします。

第 3回
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参加者の声
茨木商工会議所 オンライン交流会の感想
「いろんな人と知り合いになりたい！」
「 けれども、

こころ社労士事務所

香 川 昌 彦氏

ない方と新たな出会いを楽しみにしているので、是非

リアルの交流会に出席するのは気が引ける、怖い…」

お気軽に参加いただければ嬉しいです。一緒に茨木を

そう思っている方はたくさんいらっしゃると思いま

盛り上げていきましょう！

す。そんな方にお勧めなのが「オンライン交流会」で
す。リアル交流会でありがちな。グループの輪の中に

オンライン交流会 今後の予定

入れなくて壁の花になることもありません。コーディ
ネーターがキチンとグループ分けしてくれて、会話を

日

時

アシストしてくれます。
オンラインですが、リアルよりも濃密に会話でき、
繋がりが深まった方もいらっしゃいます。
「ビジネスに

18時00分〜20時00分

直接結びつくのか？」と聞かれれば、私の場合はそん
なことはないです。ただ、私の場合地元の方との結び
つきを少しでも深めるためにこの交流会に参加してい

2021年１月22日（金）
第６回 2021年２月 26 日（金）
第７回 2021年３月 26 日（金）
第５回

定

員

参加費

12 名（先着順）
無料

るので、非常に満足しています。まだご参加されてい
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部会・クラブだより
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Ibaraki Meisters News Ibaraki Meisters

茨木マイスターズ ニュース
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第４回

参加者の声
茨木商工会議所 オンライン交流会の感想

Team Blossoms 代表

森

美恵子 氏
会

地域の経営者さん、セミナーの達人、多彩なスキル

議

の持ち主、経営コンサルタント、ハイテクに強い方、

所

経理・行政の達人、教育関係者、学生等商工会議所の

情

わります。素晴らしい内容は下記3点です。

会員でなくても興味のある方を歓迎してくれる交流の

報

1. 参加者全員がスピーカーとなり、自己紹介と目標

場です。

茨木商工会議所開催のオンライン交流会に過去3回
参加させていただきました！
直接の交流に代わり、バーチャルでも十分意思は伝

の発表で自身の立ち位置を確認します。
2. ワン・オン・ワン・ミーティングでは２人に分か
れてより興味深い話の展開になります。
3. 皆さんそれぞれの持ち味、強み、異なる業種ゆえ
に、お互い学ぶことが多いです。

特に女性の皆様、果敢にチャレ
ンジしましょう。
Zoomの達人からのアドバイス
は天下一品です。交流は楽しいで
す！心にささるお土産つきです！

オンライン交流会

New Normal 時代 助け合える仲間は要りませんか？

〇〇したいけど、どうしたらいい？
？
あなたの〇〇はなんですか？
例えば…
本交流会の参加者に、
『その答えを持って
いる人がいるかもしれない』
。答えを持って
いる人が当日にいなくても、
『参加者の知り
合いに、その答えを持っている人がいるか
もしれない』
自分の困りごとを解決するヒントを得る。
人の困りごとを解決するお手伝いをする。
そんな交流会です。
日

時

２月 26 日（金）
第7回 ３月 26 日（金）

第6回

18：00 〜 20：00
定

員

参加費

12 名（先着順・会員優先）
会 員 無料
非会員1,000円（2020年度は無料）

もっと、売上を伸ばしたい
もっとお店（商品）を知ってもらいたい
ホームページをリニューアルしたい
人員不足を解消したい
地域の経営者さんと繋がりたい
SNSを使った集客に詳しい人と繋がりたい

申込

お申し込み方法は２種類ございます。

❶ FAXでのお申込は、ホームページよりチラシデータをダ
ウンロードして、送信してください。

❷ネットでのお申込は、茨木商工会議所のホームページか
ら、エントリーフォームへお進みください。スマート
フォンからは、下記QRコードをご利用ください。
お問合せ先

茨木商工会議所 総務部
▶TEL：072−622−6631
▶E-mail：info@ibaraki-cci.or.jp
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第５回

参加者の声

Online Exchange Meeting

三

松

裕

会

三松会計事務所 税理士

司氏

議

こちらの交流会では、参加者のお悩みやお困り

きました。
新型コロナウィルスの影響で、人と接する機会

ディアを出すことによって解決していきましょう

が難しくなってい

といった趣旨で行われています。

る今だからこそ、

私も「売上を伸ばしたい」、
「もっと集客したい」と
いった悩みをかかえています。

オンライン交流会
で人との繋がりを

そういった悩みを参加者の皆さんに相談するこ

持ち、ビジネスを

とで「経営者の集まる会合があるから出てみない

成長させていきま

か？」とか「セミナーをやって集客しているよ」と

しょう。

New Normal 時代 助け合える
仲間は要りませんか？

〇〇したいけど、どうしたらいい？
い？
あなたの〇〇はなんですか？
例えば…
本交流会の参加者に、
『その答えを

報

ごとを、参加者全員で話し合い、いろいろなアイ

よ」といった様々なアドバイスをいただくことがで

情

させていただきました。

か、
「こんなチラシを作ってポスティングしている

所

茨木商工会議所主催のオンライン交流会に参加

参加者募集 !
もっと、売上を伸ばしたい
もっとお店（商品）を知ってもらいたい
ホームページをリニューアルしたい
人員不足を解消したい

持っている人がいるかもしれない』。答

地域の経営者さんと繋がりたい

えを持っている人が当日にいなくても、

SNSを使った集客に詳しい人と繋がりたい

『参加者の知り合いに、その答えを持っ
ている人がいるかもしれない』
自分の困りごとを解決するヒントを
得る。人の困りごとを解決するお手伝
いをする。そんな交流会です。
日

時

第7回 ３月 26 日（金）
18：00 〜 20：00

定

員

10 名（先着順・会員優先）

参加費

会 員 無料
非会員1,000円（2020年度は無料）

申込 お申し込み方法は２種類ございます。
❶FAXでのお申込は、ホームページよりチラシデータ
をダウンロードして、送信してください。
❷ネットでのお申込は、茨木商工会議所のホーム
ページから、エントリーフォームへお進みくださ
い。スマートフォンからは、下記 QR コードをご
利用ください。
お問合せ先

茨木商工会議所 総務部
▶TEL：072−622−6631
▶E-mail：info@ibaraki-cci.or.jp
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