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ってってってって何何何何ですかですかですかですか？？？？

江坂駅周辺をはじめとした北大

阪の起業を促進するため、各種

士業や経営コンサルタント、座談会で

知り合った地元の起業家が集まった団

体です。

現在、吹田市の廃業率は、開業

率を上回っているんです。この

ままでは地域経済は沈んでいく一方。

私たちが目指すのは「10年後の

吹田市は、開業率が全国１位で

廃業率は最低水準に。地域の若者は、

江坂での起業や地元の企業に就職し、

江坂は活気に溢れ、

地域の経営者たちは

毎月の異業種交流会

で、より一層の連携

を強めている」とい

うものなんです。

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、何何何何をををを行行行行っているっているっているっているんんんん

ですかですかですかですか？？？？

主な活動は、起業家を育成する

ための江坂-起業家支援センター

の運営協力や、起業及び事業の維持発

展に必要なセミナーの開催です。 2011

年は営業や人財、経営理念や経営方針

についてのセミナーを行い、延べ133名

の方に参加していただきました。

編集の子が「原稿ください」っ

て毎日催促してましたもんね。

やっと原稿が集まっても、4人の

人間が書いたので、ストーリー

を上手くつなげる必要があり、大変だ

ったみたいですよ。

私はお金の話を書いたのですが、

専門用語が沢山あって、簡単な

言葉に直すのに苦労したって怒られま

した。(笑)

人財の話は、「原稿が長い」っ

て言われましたね～。

でも、挿絵や私

たちの似顔絵も

描いてくれて。なかな

か似ているので、気に

入っています。

私はもっと

若く描いて欲しかったな･･･。

いや、結構似てますよ。（笑）

起業を続けていくために大切な

「想い・人財・営業・お金」に

ついての話が書かれていますので、楽

しく読んで、役立ててほしいですね。

地域経済の活性化を目指して

夢夢夢夢のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて

起業起業起業起業をををを続続続続けるためのけるためのけるためのけるためのヒントヒントヒントヒントになればになればになればになれば

私は独立するまで営業一筋20年

だった経験を活かし、営業セミ

ナーを担当しています。自身の経験や

ノウハウを皆さんにお話しています。

内田さんは吹田市からも営業セ

ミナーの依頼を受けてますよね。

私の人財セミナーでは「人材を人財」

にすることや、社員や

経営者が一丸となって

より良い企業を創るた

めに必要なことをお話

しています。

あれ？金谷さんのセミナーは？

また意地悪なことを･･･(笑)

私も税理士として、資金調達や

事業計画に関するセミナーをしたいと

考えています。

皆さんが事業を続けていくため

のヒントになれば嬉しいですね。

他には、起業家のための小冊子

を発行しましたね。

江坂を中心に起業・経営の支援を
行っている「江坂-起業家支援ネット
ワーク」の皆さんにお話を聴きました。

江坂-起業家支援

ネットワークの方々

起業家起業家起業家起業家のためののためののためののための小冊子小冊子小冊子小冊子 秘秘秘秘 裏話裏話裏話裏話

そのそのそのその小冊子小冊子小冊子小冊子をををを作成作成作成作成するのにするのにするのにするのに、、、、とととと

てもてもてもても苦労苦労苦労苦労したそうですねしたそうですねしたそうですねしたそうですね。。。。

言いだしっぺ

の高木さんが

なかなか原稿を書か

なくて。(笑)

いや～、すまんすまん。みんな

の原稿を見てからチャチャっと

書こうと思ってて(笑)

まだまだおまだまだおまだまだおまだまだお話話話話をををを聞聞聞聞きたいのにきたいのにきたいのにきたいのに、、、、

もうもうもうもう紙面紙面紙面紙面がががが無無無無いんですいんですいんですいんです((((汗汗汗汗))))

君はいつも計画性が足りないね。

(笑)それでは経営も･･･

まぁまぁ。では、続きは中面に

移動してから話しましょうか。

対談対談対談対談のののの続続続続きはきはきはきは中面中面中面中面でででで →→→→→→→→ →→→→
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2011年はオープンしたばかりで、何事にも「チャレンジ」の年でした。

2012年は、江坂-起業家支援ネットワークとの

連携をより深め、更なる支援体制の充実と

入居者の拡大を目指します。

江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース 2012年1月1日

こんにちは。辰年の年女、前田です(ﾟ∀ﾟ)

年女ということで十二支別の性格診断をし

てみました。そこに書かれていた事は･･･？

十二支で唯一の架空の生き物である辰。

競争心が強く負けず嫌い。派手好き。知識

欲が旺盛で、何事も少しずつかじってみた

い性格のため、竜頭蛇尾に終わることが多

い。陽気で自信過剰、そのため危機管理不

足がちである。行動力があり社交的。義侠

心が強く、目下の者の面倒を良く見るため、

頼られやすい。などなど･･･当たってる。笑

よし、2012年の抱負は「危機管理」と

「初志貫徹」にしよう！2012年も、前田

をよろしくお願いします☆(*´∀`)

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
☆底の抜けたお鍋が売っています。

値段はいくら？ 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 ひまわり でした。

高木家の

日常

？？？？ ？？？？

前田佳織の

THE 自由人(・∀・)

ではではではでは改改改改めましてめましてめましてめまして。。。。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ネットネットネット

ワークワークワークワークががががＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人になるそうですねになるそうですねになるそうですねになるそうですね。。。。

そうなんです。今後さらにセミナーを増や

していこうと考えているのですが、それに

伴い講師や運営に携わる関係者も多くなることが

予想されます。そのため、組織内部の自治の確実

性を確保し、安定した運営を行う必要があったの

が1番の理由ですね。

あとは対外的にあらゆる個人や法人と契約

を結ぶ機会が増えてきたので、社会的な信

用性を高めるため

にも、法人格を取

得しようというこ

とになったんです。

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人になったらになったらになったらになったら、、、、どのようなどのようなどのようなどのような活動活動活動活動をををを

していくんですかしていくんですかしていくんですかしていくんですか？？？？

今まで通り起業家の支援を続けていくと共

に、雇用促進や社員の職業能力開発につい

てもさらに強化したいですね。

社員の能力開発により、経営基盤が安定す

れば、そこから雇用の創出にも繋がるので。

まぁ、簡単に言うと「箔がつくから」って

感じですかね？(笑)ＮＰＯ法人になること

で、今までよりさらに活動の幅が広がりますよね。

そうですね。ＮＰＯ法人になることで、市

役所や公的機関などと連携して、より質の

高い支援を行えるようになると思います。

今後今後今後今後ののののビジョンビジョンビジョンビジョンをををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。

まずは「ＮＰＯ法人 江坂-起業家支援ネッ

トワーク」という団体の認知度を高める必

要があると思っています。そのため、活動内容に

ついて積極的に広報活動を行いたいですね。

今まで行っていた起業家向けのセミナーも

継続して開催し、地域企業へのさらなる普

及を目指しましょう。

我々が運営協力している「江坂-起業家支援

センター」の存在ももっと広めて、起業家

が事業を継続する支援も積極的に行いたいです。

あらゆる士業やコンサルタントが常駐して、

サポートしてくれますからね。私が起業す

るときにこれがあったら、間違いなく入居してい

たのに。どうしてもっと早く作ってくれなかった

んですか？(笑)

そんなこと言われてもねぇ。(笑)

とにかく、みんなで協力して、江坂の街を

盛り上げていきたいですね。

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のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！

2011201120112011年年年年4444月月月月 コーポラティブオフィス

コーポラティブオフィス

コーポラティブオフィス

コーポラティブオフィス

江坂江坂江坂江坂-起業家支援
起業家支援
起業家支援
起業家支援センターセンターセンターセンター開設開設開設開設！！！！！！！！

雇用雇用雇用雇用をををを促進促進促進促進しししし、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済をををを活性化活性化活性化活性化

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ生生生生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ

インターンシップ終了後、3名を総合システム研究所の

スタッフとして雇用しました。今後の彼らの活躍に期待しています。

経営基盤の安定が地域経済を活性化させる

第一歩ですね。

2011年6月から大阪府の事業に参加し

4名のインターンシップ生を

受け入れました。

座談会・ランチミーティング
江坂が好き！な経営者どうしのつながりを広げたいという想いから「江坂-大阪

どっとJP」主催の座談会やランチミーティングを定期的に行っています。

座談会は、2010年8月の第1回から始まり、2011年の12月15日には第27回目が

開催されました。参加者数は述べ344名で、様々な業種の経営者の方や士業の方

などに参加いただいています。

ランチミーティングは、2011年の8月から開催しており、毎回

13名程度の参加者で開催しています。

「座談会」「ランチミーティング」共に、毎回のように初めて

の方が参加され、つながりが広がっています。

2012年も、より多くの経営者の方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。

委託訓練事業所

2011年12月から大阪府の委託訓練事業所として障害者の就労支援を

行うことになりました。

これまでは、障がい者の方に地域の企業情報収集やビジネスマネジメント事業の

運営補助（セミナー案内など）、経理補助などのお手伝いをしてもらい、実習を通して就労支援を

行ってきました。

これまでに5名の実習生を受け入れ、実習が終了した4名のうち、

3名の就職が決定しています。他の2名も就職活動に前向きに

取り組んでいます。

2012年からは、今までの経験を活かして、さらに多くの実習生を

受け入れ、実習生ひとりひとりに合ったカリキュラムで就労支援を

行っていく予定です。

我が家では毎年、おせち料理を作っています。

「おせち料理で何が好き？」

好きなものをたくさん用意しようと、妻が子ども達

に聞いている。

「かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ板板板板！！！！！！！！」

小４長女、満面の笑みで即答。

「・・・」

一瞬沈黙・・・そして

「かまぼこ板はおせちに入ってないよ」

妻は苦笑い。

しかし。

実は私も好き・・・かまぼこ板。

好きな私のために、板にかまぼこを残して切って

くれるのだが、近年は紅白のかまぼこ板を長女と

１枚ずつ分けるハメに・・・

娘と二人かじる年末のかまぼこ板。

なんだかんだ言っても、幸せな “ひととき”かも

しれませんね。（笑）



1111月月月月23232323日日日日((((月月月月)))) 共共共共にににに育育育育つつつつ人材育成人材育成人材育成人材育成

吹田市ビジネスマネジメント助言事業 公開セミナー

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

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 無料無料無料無料

【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

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。

Vol.4は1月1日発行

ですが、実は年末か

ら配布しています。

なので、年末にも

年始にも使える表現を心がけま

した☆皆様からのご意見・ご感

想をお待ちしております♪

（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
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豊津第一
小学校

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

1111月月月月７７７７日日日日((((土土土土)))) 経営計画経営計画経営計画経営計画セミナーセミナーセミナーセミナー

時間時間時間時間 10:0010:0010:0010:00～～～～17:0017:0017:0017:00（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）

※本セミナーに参加する際は、経営理念・経営方針が必要です。
お持ちで無い方は一度ご相談ください。

1111月月月月18181818日日日日((((水水水水)))) 「「「「営業営業営業営業スイッチスイッチスイッチスイッチ」」」」でででで深深深深くくくく広広広広くくくく
第6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）

1111月月月月10101010日日日日((((火火火火)))) 今年今年今年今年のののの目標目標目標目標
第5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

1111月月月月25252525日日日日((((水水水水)))) 心心心心をつかむをつかむをつかむをつかむ
～～～～世代世代世代世代をををを超超超超えたえたえたえたコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション～～～～

第28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 株式会社シーマ 常務取締役
石丸 隆さん

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

一般の方 3,0003,0003,0003,000円円円円

元日

第第第第5555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6666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28282828回回回回
座談会座談会座談会座談会

経営計画経営計画経営計画経営計画
セミナーセミナーセミナーセミナー

成人の日

振替休日

☆☆☆☆２月の予定☆☆☆☆ 14日（火）第6回ランチミーティング

1日（水）第6回人財セミナー 15日（水）第7回営業セミナー
8日（水）第29回座談会 21日（火）第30回座談会


