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ワクワクするものづくりで、世界を笑顔に！

副業・学生インターンシップ募集！
ボランティアスタッフ募集！
！
約120社のカラーが織りなす共創の土壌で今までにない挑戦をしてみませんか？
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多彩な企業とともに
コラボレーションを促進する
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Miserubayao’ s Internship program
あなたもやおやおしませんか？コミュニケーター募集！！

ワクワクするものづくりで、世界を笑顔に！
○ミッション：何を成し遂げたいか？

という意味を込めており、今まで

ちが思い描いた世界で一つだけの作

中々、表舞台に立たなかった地域企

品が出来上がるんです！やっぱりそ

業の魅力を伝え、子どもから大人、

の笑顔を見るとやってて良かったと

さらには企業にまで認知度を上げよ

思えちゃいます。

関そして行政が参画する巨大なコ

うという取り組みです。ものづくり

山田：経営者や企業の方も、自分た

ミュニティ - みせるばやお−。2018

ワークショップやアンテナショップ、

ちの知らなかったスキルを持ってい

年に 35 社で設立後、2019 年 11 月

セミナーや学ぶ場やおという勉強会

る人たちに出会うことでワクワクす

には 125 社の会員企業が参加する活

などの活動を主に行っています。

るんですよね。特にこんなに身近に

動にまで拡大。ここでは、「コラボに

○想い：込められた想いとは！？

ある工場でこんなにすごいものづく

『120 社のカラーが織りなす共創の
土壌づくり』
中小企業、大企業、大学、金融機

『大人も子どもも夢中にさせる

より、まちをよくしよう！」という「地

もの

の魔法』

りをしているんだーって毎度、感動

域貢献」の視点を持った企業、人々

づくり

が自分たちの様々な強みを通じて、

太田：みせるばやおでは１社ではで

友安：知れば知るほど、この会社と

まちづくりに積極的に参画している。

きないことをコラボによって乗り越

はこういったコラボをしたいなぁと

○活動の背景

えようというコンセプトがあります。

か、次はこうゆう商品企画したい

なぜこんな活動を始めたか。それ

3 年間で８８個のコラボレーション

なぁって思ったらまずはみせるばや

は大廃業時代と危機が叫ばれる今、

企画や商品を開発しようと活動して

おのメンバーに声をかけるようにな

1400 年前から続くまちのアイデン

おり、その活動を通じて、ものづく

りましたね。どんどん大人も子ども

ティティを後世に引き継ぐため。八

りで笑顔を、ものづくりでワクワク

夢中にさせる活動です。

尾は弓を削ると書いて「弓削（ゆげ）」

をと、大人も子どもも、企業もこの

○こんな方、きてほしい！！

や矢を作ると書いて「矢作（やはぎ）」

地域に関わる全ての人が「誰もが い

木村：みせるばやおは、やる気次第

などの地名が今なお残る物部氏に縁

つでも 気軽に クリエイティブを」

でやりたいレベルに合わせて変えて

の深いものづくりのまちだからであ

愉しむことができるようにまちに新

行けるところが魅力的な団体。やろ

る。伝統は今すぐには伝統にならな

たなエッセンスを加える。そんな想

うと思えばなんぼでも、カタチを変

いが、その時代ごとに生き残りをか

いをこめています。

えることができる。企業間を超えた

けてイノベーションを繰り返すこと

野村：子どもたちにワークショップ

プロジェクトの運営などそうできる

で「伝統」と呼ばれるようになる。

をやっていると、みんな目が輝くん

経験ではないのでいいと思います。

○何をしているの？

ですよ。作るものにルールはなくて、

山田：みせるばやおは「魅せる場」

ワークショップが終われば、自分た

しています。

誰もが いつでも 気軽に クリエイティブを！

COLUMN
友安：みせるばやおのつながり以外

で働くことに意味ができました。

谷元：この取り組みって、新たなに

にも実は効果があるんです。一挙に

他の従業員間で交流が生まれたこと

ビジネスベースではなく、企業と企

120 社の企業を知れることは中々な

により、企業や地域のひと、子ども

業がつながる形を定義したんじゃな

し、しかも「何か新しいことをやろう」

たちに出会える場所に変わった。何

いかな。新たにまちづくりに企業が

という志の高い企業と出会えるきっ

のためにこの地域で働くか。みせる

参画する形であったりを。結局のと

かけはこのインターンシップの魅力

ばやおの活動に参加することで、社

ころ、信頼がないとコラボなんてで

だと思う。

会とのつながりを通して、従業員が

きないので、信頼関係を地域貢献活

野村：みせるばやおは横のつながり

成長できるワクワクする地域へ変貌

動を通じて築き上げることで、今ま

が大切。コラボワークショップなど

しました。

でにない超域プロジェクトになって

のプロジェクトで垣根を越えて様々

仕事をする、ものづくりをするとい

いる。こんなコミュニティは他には

な経営者、企業人と一緒にすること

うことが、工場ではユーザーが見え

ないと思うんですよ。ベースが信頼

で能力が新たに発揮されるかもしれ

ないのでわからないんですよね。で

の関係っていう。

ません。

も、ワークショップに参加する子ど

友安：時間が取られるんです、この

太田：子どもが好き、八尾が好き、

もや親御さんのためにであったり、

活動は。でもそこがいいなって思っ

ものづくりが好き、企画が好きなど

この人たちの生活を支えるためで

てます。自分、出不精なんでこうい

の要素が少しでもあれば嬉しい。ユ

あったり、そこに意味ができたこと

う活動に参加しないんですよ、だか

ニークな方がいいですね。今までに

がめちゃくちゃ大切なこと。

らメリットがある。みせるばやおの

ないことをやっているので好奇心が

木村：郷土愛は地域を知らないと芽

活動って「個の力と集の力」の違い

大切で、自分でも新しいことをやっ

生えないので、このみせるばやおを

を目の当たりにするんです。やっぱ

ていこうと思っている方がいいです

通じて我々の会社も従業員もたくさ

り一社じゃ中々アプローチできな

ね。学生インターンシップには、み

ん知ることができ、地域と一緒になっ

かったメディアへの周知であったり、

せるばやおの経験を通じて、成長し

てまちを盛り上げていきたい。若手

会社を知ってもらおうとワーク

てもらい、ゆくゆくは八尾市で仕事

社員も積極的に他の企業と連携をと

ショップするにしても大抵、集客力

を考えるきっかけにしてほしいと

り、コラボ商品を開発することにな

できない。

思っています。

りました。

谷元：みせるばやおは、地域と行政
と人をつないでいるあまりない組織
だと思うんですよ。その代わりに運
営が大変。120 社という同じカラー
がないけど、ビジョンでまとまって
いる。このコミュニティの運営手法
をともに作っていきたいと思ってま
す。
野村：一緒に成長できる人がいいで
すね。まだまだみせるばやおも自分
の中では成長過程だと思っているの
で、たくさんのことに挑戦し、探究
心がある方とともに新しい未来を切
り開いていきたいですね。
○みせるばやおが起こした変化
太田：隣の会社が何をしているかわ
からない、そもそも従業員がただ働
く場所だったのが、みせるばやおの
取り組みに参画することでこの地域

誰もが いつでも 気軽に クリエイティブを！

COLUMN
でも、みせるばやおは、行政と一緒

○豊富なメンター人材とスモールジャ

語り部：みせるばやお理事メンバー

になってやってる分、アプローチの

イアンツのサポート

副代表理事

スピードが違う。こんな集客力のあ

山田：参加いただいた方には、みせる

代表取締役社長

る取り組みないんじゃないかな。ま

ばやおの理事メンバーや某 Big4 系コ

理事

た出不精の僕にとってもかなり刺激

ンサル会社、八尾市の行政マンにもメ

代表取締役社長

的な出会いを提供してくれるのが、

ンターとして参加してもらう予定で

理事

みせるばやおです。ホントにここ八

す。一人でできないことは、チームと

代表取締役

尾なのかなってくらいの方にもセミ

なって取り組む。この姿勢がみせるば

理事

ナーやシンポジウムで出会うことが

やおでは大切だと考えてます。

代表取締役社長

できます。

全員：ぜひみせるばやおであなたもワ

理事

木村：社長は出不精。仕事、取りに

クワク＝やおやおしませんか？

代表取締役社長

行くぞっていう関係の交流会には出

理事

たくないんです（笑）。探り合う関係

○条

の交流会には出たくない。でも、み

▼学生＆副業インターンシップ

せるばやおは、そんな場所ではない

時給 1000 円程度（交通費含む）

んです。

○活動内容

山田：地域のブランディングが大切。

件：

月に一回開催される理事会、全体

錦城護謨株式会社
太田

泰造

木村石鹸工業株式会社
木村

祥一郎

谷元フスマ工飾株式会社
谷元

亨

株式会社友安製作所
友安

啓則

大阪糖菓株式会社
野村

しおり

株式会社ビーダッシュ

事業部長

山田

紘也

聞き手：八尾市産業政策課

松尾

○問合せ先

地元の企業にとって、地域貢献がで

ミーティングへの参加、参画企業訪問

みせるばやお事務局

きるコミニティっていうサードプレ

○週２勤程度（要相談）

E-mail：miserubayao@gmail.com

イスを作ったと思ってます。地域の

○募集人数：２〜３名

価値が上がるっていうのは、自社の

みせるばやお公式 Facebook：

プレゼンスも上がるということにな

▼運営支援ボランティア

https://www.facebook.com/mis

る。最近は、大阪市内や東京に行っ

無償

erubayao/

ても八尾って面白い企業があるって

○活動内容

知っている人が増えてきているんで

ワークショップ運営補助、受付対応、

す。そんな時に、○○さんを紹介しま

全体ミーティングの運営補助

しょうかってみせるばやおのつなが
りによって自分ができちゃう。八尾っ
てすげーって思うんですよね。

誰もが いつでも 気軽に クリエイティブを！

