
平成27年８月31日(月)18:30～21:00 
【場所】  

東大阪市役所 18階 大会議室 
【内容】 

【申込・問合せ先】   
東大阪市役所 
協働のまちづくり部 市民協働室 

Email:machikai@city.higashiosaka.lg.jp 

【申込方法】   
裏面の参加申込書に必要事項を記入のうえ、ファックスで 
市民協働室までお送りください 
(定員50名) 

FAX:06(4309)3812 
TEL:06(4309)3319 

 企業×地域で協働のまちづくりについて考える「まちづくり企業交流
会」を開催します!! 
 平成26年9月から開催している2ndシーズンのまちづくり意見交換会
では、今地域が抱えているさまざまな課題を解決するために、参加者
がそれぞれの強みを持ち寄って何ができるかを議論をしてきました。   
 企業交流会では、そこで見えてきた地域が取り組むべき活動を、地
域のみなさんが発表します。それを聞いたうえで、企業としてどのよう
にコラボレーションできるかを検討していただきます。 
 地域の課題を見て、聞いて、感じて、ビジネスのきっかけづくりにして
みませんか？ 

第1部 地域からの発表~いま地域がやるべきこと~ 
第2部 ワークショップ~企業ができることの逆提案~ 

スマートフォンで申し込まれる方は 
QRコードをご利用ください 
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