
「「「「障障障障がいがいがいがい者者者者のののの実習実習実習実習＝＝＝＝作業作業作業作業」」」」ではないではないではないではない

障障障障がいがいがいがい者者者者のののの就労支援就労支援就労支援就労支援ってってってって何何何何をしてをしてをしてをして

いるんですかいるんですかいるんですかいるんですか？？？？

職場実習生として、実際に職場で

の業務のお手伝いをしてもらって

います。うちの会社では、最初は名刺の

整理や江坂の周辺の企業調査などをお願

いしていますが、障がい者の方は成長が

早く、パソコンのソフトを使ってのチラ

シ作成や、経理のお手伝いをしてもらう

こともありました。

障がい者の実習といえば、どうしても

作業中心のイメージを持ってしまいがち

ですが、実はそうじゃないんですよ。

実習実習実習実習をををを受受受受けけけけ入入入入れるとれるとれるとれると社員社員社員社員がががが優優優優しくなるしくなるしくなるしくなる

でもでもでもでも、、、、実際実際実際実際にににに実習実習実習実習をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる

のってのってのってのって大変大変大変大変じゃないですかじゃないですかじゃないですかじゃないですか？？？？

もちろん準備があったり、気を

遣うこともありますが、良いこ

ともたくさんありますよ。

まず、社員が優しくなるんです。障が

い者の方に丁寧に説明したり、実習生

の方の純粋さに触れることで変わって

いくんでしょうね。

業務の面では、仕事をお願いするに

「「「「社長社長社長社長がががが褒褒褒褒めるめるめるめる」」」」ことがことがことがことが自信自信自信自信にににに

就業実習就業実習就業実習就業実習をををを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて感感感感じたことじたことじたことじたこと

はははは何何何何ですかですかですかですか？？？？

純粋で真面目な方が多いというこ

とですね。年齢よりも若い方が多

くて、その分成長が早いんです。

実習生の方には、小さな成功体験をた

くさん積むことで自信をつけてもらおう

と思っていて、実習中は特に「社長が褒

める」という事を意識しています。それ

によってどんどん実習生が自信をつけて

変わっていくんですよ。

そして、自分の担当を持ってもらうこ

とで計画管理や目標管理などもできるよ

うになっていく。

普通の社員教育においても同じような

ことがいえますよね。

実習後実習後実習後実習後もももも頑張頑張頑張頑張っているとっているとっているとっていると聴聴聴聴くとくとくとくと嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい

実習生実習生実習生実習生のののの方方方方はそのはそのはそのはその後後後後どうされていどうされていどうされていどうされてい

るのですかるのですかるのですかるのですか？？？？

うちの会社ではこれまでに5名の

実習生の受け入れをしました。

実習が終了した4名のうち3名の方が

就職し、もう1名も「就職できるオー

ラ」が出ています。実習後も、仕事場や

次の実習先で頑張っているという話を聴

くと、とても嬉しくなりますね。

もっとたくさんのもっとたくさんのもっとたくさんのもっとたくさんの方方方方にににに知知知知ってほしいってほしいってほしいってほしい

これからもこういったこれからもこういったこれからもこういったこれからもこういった取取取取りりりり組組組組みみみみ

はははは続続続続けていくんですかけていくんですかけていくんですかけていくんですか？？？？

12月から大阪府の委託訓練事業

所として、さらに多くの障がい

者を受け入れる予定です。

今後、障がい者の方に「働くよろこ

び」を感じていただけるように、もっ

とたくさんの企業に障がい者の就業実

習について知っていただき、実習の受

け入れや雇用に取り組んでいってほし

いと思っています。

興味のある方はご相談くださいね。

以下で、実習にあたりお世話になって

いる福祉団体を紹介します。

あたって、細分化をして分かりやすくし

たり、仕組みづくりをしたりする必要が

出てくるんです。そうすると、他の社

員や新入社員にとっても

分かりやすく、必然的に

効率も上がってくる。

実習を受け入れること

で会社の雰囲気がガラッ

と変わるんですよ。

就職したメンバーのはじけるような笑顔。私たちにとって、この

上なく嬉しい、力づけられる情景です。

病気や障害を抱えていても、本当にやりたいことのためには力が

出せる…そんなご本人の夢や希望や目標と、その事への支援が、と

ても大きな力になります。

ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

http://npojsn.com/

大阪市淀川区西中島7-4-21ホーククレセント第2ビル2F

TEL 06-6195-4591 / FAX 06-6195-4592（ＪＳＮ新大阪）

私たちのぞみ福祉会は、精神に障がいを持つ方々の個々の思いを

尊重し、安定した生活と働く環境を提供していくことをモットーに

「自分らしく生きる」ことを支援しています。

精神に障がいを持つ方々が「自分らしく生きる」ために多くの人

と出会い、障がいの有無に関わらず、当たり前に暮らせる地域づく

りをめざして、皆さんと共に歩んでいけることを願っております。

http://www.geocities.jp/nozomifukushikai/

吹田市泉町5-9-6 TEL / FAX 06-6338-1401

障がい者とともに働く

職場実習職場実習職場実習職場実習にごにごにごにご協力協力協力協力いただけるいただけるいただけるいただける企業様企業様企業様企業様をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています。。。。 少少少少しでもしでもしでもしでも興味興味興味興味をををを持持持持っていただいたっていただいたっていただいたっていただいた企業様企業様企業様企業様はははは、、、、ぜひおぜひおぜひおぜひお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

障がい者の就労支援に取り組んで
いる総合システム研究所の高木に
お話を聴きました！

ひとりでも多くの障がい者の方に「働くよろこび」を感じてもらいたい



江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース 2011年12月1日

こんにちは(ﾟ∀ﾟ)冬ですね。早くスノボに

行きたくてウズウズしてる 前田です(ﾟ∀ﾟ)

最近はビジネスでTwitterを使う方が多い

ですね。そこでたまに見かける、意味の分

からない言葉ってありません？でもそれ、

実はちゃんとした意味があるんです。

例えば、サッカーの時によく見られたの

が「本田△」これは本田がイマイチなので

はなく、本田三角形→本田さん カッケー→

本田さん かっこいい！となります。

他にも「8888」や「ふぁぼる」など、

沢山ありますので、分からない言葉を見つ

けたら、前田に聞いてみてくださいね♪

今月今月今月今月のなぞなぞのなぞなぞのなぞなぞのなぞなぞ
☆周りがいつも燃えている花って

なーんだ？ 答えは来月号で(・∀・)ﾉｼ

★先月先月先月先月のののの答答答答ええええ

Ｙシャツ（わ！いいシャツ）でした。

高木家の

日常

●経営計画作成セミナー●●人財セミナー ●

～経営者として、起業家として、そして人として 成長し続けていたい方のために～

●営業セミナー ●

人財セミナーでは、「人と共に働く」ということをテーマに、

経営者と社員が一丸となって、より良い企業を創るための講座を

行っています。雇用の際に知っておくべき知識や、失敗しない

採用の話、「人材」を「人財」にするためにはなど、会社が組織

として成長し続けるための「人財」について学びます。

行政書士・営業コンサルタント

内田行政書士事務所 代表

江坂-起業家支援ネットワーク副理事長

社会保険労務士・行政書士・人財コンサルタント

横瀬労務管理事務所 代表

江坂-起業家支援ネットワーク副理事長

●経営方針・戦略セミナー●

講師紹介
よこせ かつゆき

横瀬 克之
うちだ たかし

内田 俊

好きな食べ物：卵！！とにかく卵！！あと、甘いもの。

好きな歌手 ：桑田佳祐、忌野清志郎、ジョン・レノン

苦手なもの ：スイカ、コーヒーゼリー

趣味 ：水泳・ホテルのバイキング巡り

モットー ：常に誠実であること。夢を信じること。

横瀬さんは、こんな人★ 内田さんは、こんな人★

講師紹介

好きな食べ物 ：タイカレー。おいしいワイン。

苦手なこと ：早起き

休日の過ごし方 ：古書店巡り

最近ハマっているもの：スパイ小説

モットー ：成せば成る

座談会・ランチミーティング・セミナーの詳細は

裏面またはホームページをご覧ください。

お問い合わせは 06060606----6190619061906190----5413541354135413 まで。

営業セミナーは一流営業マンの経験に基づいた実践的な講座です。

「営業とは物を売ることではない」という、営業に対する考え方

を変えることから始まり、営業を行う際の心構えや必要な準備、

ノウハウ、裏技など、一流営業マンに必須の能力についてお話し

ます。内田式、一流営業マンが操る「魔法の言葉」は必聞です。

？？？？ ？？？？

「人を生かす経営者」を応援したいと思い、社会保険労務士とな

る。「人は財産である」と人財コンサルタントとしても活動して

おり、経営者や社員、そこで働くすべての人たちと喜びを分かち

合える事務所を目指してる。

大手企業で営業一筋20年の経験を持つ。40歳の時、夢を実現する

ために行政書士として独立。会社設立とその後の許認可業務を取

り扱うとともに、自身の営業経験を活かし、営業コンサルタント

としても活動している。夢は日本一の起業支援行政書士になること。

第3回 ランチミーティング

11月8日（火）に江坂が好き！な経営者のための第3回ランチミーティングが12名

の参加者で開催されました。

今回の会場は、豊津第一小学校の近くのフレンチレストラン、トゥルヌッソルさん。

デザートはもちろん、パンもシェフ自らが焼いているというこだわりの料理を食べ

ながらの楽しいランチミーティングとなりました。

談笑しながら食事を楽しんでいただいた後、「この1ヶ月間でうれしかったこと」や

「今後1ヶ月どうするか」について１人ずつお話しいただきました。

その後も、お仕事で困っていることを話した方に対して、みなさんが知って

いることを教えてあげたり、旅行などのプライベートでの

お話しで盛り上がったりと、色々な話題で情報交換をされて

いました。

ランチミーティングは、毎月第2火曜日に開催して

います。お気軽にご参加ください♪

座談会座談会座談会座談会へのへのへのへの参加者数参加者数参加者数参加者数がががが延延延延べべべべ300300300300人人人人をををを突破突破突破突破!!!!!!!!

どんなどんなどんなどんな座談会座談会座談会座談会？？？？

江坂-大阪どっとJPが主宰する座談会では、地域の起業家や江坂につながりのある方々に、毎回違う

テーマについて自身の体験談をもとに問題提起していただきます。その後、「うを七」のお弁当を食

べながらテーマについて話し合い、意見交換をします。

参加者は、地域の経営者をはじめ、士業やコンサルタントなど、様々な業種の方々。毎回のように

初参加の方がいらっしゃるので、参加するたびに経営者どうしのつながりが広く、深くなっていきま

す。まさに江坂が好き！な方のための「座談会」です。

これからも皆さまのつながりづくりのお手伝いができればと考え

ております。

12月は、今年1年を振り返っての座談会。ざっくばらんな雰囲気

の中で、お互いの一年の奮闘をねぎらい、新年への希望を盛んに

するため、楽しく語り合いましょう！

皆さんと一緒に和気あいあい飲んで食べて、忘年会のような座談会を予定しています♪

経営者どうしのつながりづくりのお手伝いができればと、2010年8月に始まったこの座談会。

11月9日の第25回座談会で参加者数が延べ300人を突破しました！

江坂江坂江坂江坂----起業家支援起業家支援起業家支援起業家支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク主催主催主催主催 セミナーセミナーセミナーセミナー

11月の初旬、経営方針・戦略セミナーが開催されました。

戦略的な経営の考え方や企業風土など、経営方針･戦略立案に必要な基

本を学び、5年後の理想像、環境分析を踏まえた経営方針･戦略の立案を

行いました。

「受講したかったけれど、日程が合わなかった！」という声をいただき

ましたので、第第第第2222弾弾弾弾をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

経営計画作成セミナーを受講希望の方で

経営方針・戦略を立案されていない方も

こちらを受講しておいてください。

日時は12121212月月月月23232323日日日日（（（（金金金金・・・・祝祝祝祝））））10:0010:0010:0010:00～～～～18181818：：：：00000000

詳細は裏面またはホームページをご覧ください。 セミナーの様子

ある時、私が夕食後のひとときをくつろいでいると

妻がしみじみと言った。

「“しゃもじしゃもじしゃもじしゃもじ” 考考考考えたえたえたえた人人人人ってすごいよねってすごいよねってすごいよねってすごいよね～。～。～。～。

よくよくよくよく考考考考えられているわえられているわえられているわえられているわ～～～～」

「だって、箸じゃご飯よそうの難しいし、スプーンじゃ

スプーンの中にご飯がいっぱい残るし。

ご飯をよそうのには、この形がいいんやろうな～」

「そんなに感心するもんでもないやろ。今さら」

と、パソコンに向いながら心の中で言う私。

「それにそれにそれにそれに、、、、口口口口にちょうどにちょうどにちょうどにちょうど入入入入るねんでるねんでるねんでるねんで！！！！」

「・・・」（私）

見ると、夕飯後の残りご飯を、お釜からどんぶりに

移し終えたところのようだ。

妻は返す言葉もない私を気にする様子もなく、

「いや～、スゴイ、スゴイ」と感心している。

そして手には、よく考えて作られたと言う、キレイに

なったしゃもじが握られていた。

高 木

前田佳織の

THE 自由人(・∀・)

経営計画とは、経営理念及び経営方針・戦略を

達成するための手段・方法を形にしたものです。

計画を立てずに会社を経営していては、いずれ

資金が底をつき、倒産してしまいます。

何をどのようにして行うのか、経費は何にいくら

使えるのかなど、具体的な数値を設定し、経営理

念の実現に近づくための計画を作成します。

日時は1111月月月月7777日日日日（（（（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～18:0018:0018:0018:00 詳細はホームページをご覧ください。

参加には経営理念と経営方針・戦略が必要です。経営理念を成分化され

ていない方はご相談ください。経営方針・戦略の立案がまだの方は、以

下のセミナーを受講しておいてください。



11112222月月月月19191919日日日日((((月月月月)))) 工賃工賃工賃工賃アップアップアップアップにつなげるにつなげるにつなげるにつなげる価格設定価格設定価格設定価格設定

吹田市ビジネスマネジメント助言事業 公開セミナー

11112222月月月月6666日日日日（（（（火火火火）））） 採用採用採用採用・・・・教育教育教育教育にににに関関関関するするするする助成金助成金助成金助成金のののの話話話話

11112222月月月月21212121日日日日((((水水水水)))) おおおお客様客様客様客様とととと会会会会えたらえたらえたらえたら使使使使うううう「「「「魔法魔法魔法魔法のののの言葉言葉言葉言葉」」」」

【発行元】有限会社総合システム研究所
【連絡先】〒564-0063 大阪府吹田市

江坂町1-16-10 メゾン江坂201
TEL 06-6190-5413 ／ FAX 06-6190-5412

11112222月月月月6666日日日日((((火火火火)))) 社員向社員向社員向社員向けけけけ 経営方針経営方針経営方針経営方針・・・・戦略戦略戦略戦略セミナーセミナーセミナーセミナー

社長と共に経営方針･戦略が作れる自立型社員を育てるセミナー

起業家のための小冊子
ちょっと待って！起業家が知っておくべき4つの大切な話
～専門家が明かす 続いている経営者の共通点～

配布中。ご希望の方はご連絡ください。

11112222月月月月13131313日日日日((((火火火火)))) 1111年間年間年間年間をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって

11112222月月月月15151515日日日日((((木木木木)))) みんなでみんなでみんなでみんなで1111年間年間年間年間をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって

今月号のカレンダー、

可愛くないですか？

力作なので、デスク

や冷蔵庫に貼って、

皆さんが活用してくれたら嬉し

いです♪（編集 前田・松浦）

セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・座談会座談会座談会座談会 会場会場会場会場

天皇誕生日

第第第第5回回回回
人財人財人財人財セミナーセミナーセミナーセミナー

社員向社員向社員向社員向けけけけ
経営方針経営方針経営方針経営方針・・・・戦略戦略戦略戦略セミナーセミナーセミナーセミナー

第第第第4回回回回

ランチランチランチランチ
ミーティングミーティングミーティングミーティング

ビジネスビジネスビジネスビジネス
マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント
助言事業助言事業助言事業助言事業
公開公開公開公開セミナーセミナーセミナーセミナー

第第第第5回回回回
営業営業営業営業セミナーセミナーセミナーセミナー

第第第第27回回回回
座談会座談会座談会座談会

経営方針経営方針経営方針経営方針・・・・
戦略戦略戦略戦略セミナーセミナーセミナーセミナー

11112222月月月月23232323日日日日((((金金金金)))) 経営方針経営方針経営方針経営方針・・・・戦略戦略戦略戦略セミナーセミナーセミナーセミナー

ローソン

郵便局

メゾン江坂

グルメシティ

江坂公園江
坂
駅

江
坂
駅

江
坂
駅

江
坂
駅

第一
小

トゥルヌッソル 大阪府吹田市江坂町1-16-10
メゾン江坂

２２２２階階階階 有限会社有限会社有限会社有限会社
総合総合総合総合システムシステムシステムシステム研究所研究所研究所研究所

１１１１階階階階 江坂江坂江坂江坂----起業家起業家起業家起業家
支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

クリスマス･イブ クリスマス

大晦日

第5回 人財セミナー

時間時間時間時間 18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30（20:30～懇親会）

講師 社会保険労務士 人財コンサルタント
横瀬 克之さん

参加費参加費参加費参加費 3,0003,0003,0003,000円円円円（懇親会費込）

時間時間時間時間 10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000（12:00～13:00休憩）

講師 有限会社総合システム研究所
代表取締役 高木 学

社会保険労務士 人財コンサルタント
横瀬 克之さん

参加費参加費参加費参加費 10,00010,00010,00010,000円円円円（昼食代込）

時間時間時間時間 18181818：：：：30303030～～～～20202020：：：：30303030

講師 有限会社総合システム研究所
代表取締役 高木 学

参加費参加費参加費参加費 無料無料無料無料

第5回 営業セミナー

時間時間時間時間 18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30（20:30～懇親会）

講師 行政書士 営業コンサルタント
内田 俊さん

参加費参加費参加費参加費 3,0003,0003,0003,000円円円円（懇親会費込）

第4回 ランチミーティング

時間時間時間時間 11:3011:3011:3011:30～～～～13:3013:3013:3013:30

参加費参加費参加費参加費 1,2001,2001,2001,200円円円円（食事代）

会場会場会場会場 トゥルヌッソルトゥルヌッソルトゥルヌッソルトゥルヌッソル

第27回 座談会

時間時間時間時間 18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30

問題提起者 有限会社総合システム研究所
代表取締役 高木 学

参加費参加費参加費参加費（食事･飲み物代込）
江坂-大阪どっとJPプレミアム会員 2,0002,0002,0002,000円円円円

一般 3,0003,0003,0003,000円円円円

時間時間時間時間 10101010：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000（12:00～13:00休憩）

講師 有限会社総合システム研究所
代表取締役 高木 学

参加費参加費参加費参加費 10,00010,00010,00010,000円円円円（昼食代込）


