
起業家同士起業家同士起業家同士起業家同士のののの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

ってってってって？？？？

起業家同士で情報を交換したり、

わからないことや悩みを相談し合

うなど、お互いに交流することで学び合

い、成長できる

と思うんです。

当センターは

アットホームな

環境で、入居者

同士が気軽にコミュニケーションを取れ

るよう、閉鎖された個室ではなく、全て

パーテーションで仕切られたブース形式

になっております。

また、地域の経営者が集まる「座談

起業の第一歩は仲間と共に

アットホームな環境で、起業家どうしが交流しながら学びあう

実際実際実際実際、、、、入居者入居者入居者入居者のののの方方方方のののの感想感想感想感想はははは？？？？

はい。以下のようなお声をいただ

いております。

◆支援者が常駐しているので、合間にち

ょこっと相談したり、わからないことが

聞けたり、気軽に相談できるので助かっ

ています。

◆仕事とプライベートの切り替えができ

るようになり、集中力が増しました。自

宅だとやはり仕事とプライベートの線引

きが難しいので、通勤の1時間が気持ち

の切り替えにちょうど良いくらいです。

◆入居者どうしの交流や座談会などで

様々な立場の方と知り合い、お話できる

のが良いです。

私たちの夢は、「江坂で起業した

会社は潰れない！」という神話を

創ること。今後、センターを利用して起

業する方が増え、江坂の経済が活性化す

れば私たちも嬉しいですね♪

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センターセンターセンターセンターのののの前田前田前田前田

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！！！！

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ってってってって

何何何何ですかですかですかですか？？？？

一言で言いますと、起業家のため

のレンタルオフィスです。吹田市

のインキュベート施設「EBIC吹田」が廃

止になり、それに代わって起業を考えて

いる方や起業して間もない方の支援がで

きればと思い、開設しました。

起業家成功の鍵となる要素「場所」

「経営支援」「起

業家同士のコミュ

ニケーション」が

揃ったコーポラテ

ィブオフィスです。

創業創業創業創業したしたしたした会社会社会社会社をををを長長長長くくくく続続続続けてほしいけてほしいけてほしいけてほしい

江坂にあるコーポラティブオフィス

「江坂-起業家支援センター」のスタ

ッフ前田さんにお話を聴きました。

江坂君

士業士業士業士業ややややコンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントによるによるによるによる経営支援経営支援経営支援経営支援

起業家起業家起業家起業家のののの支援支援支援支援ってどんなことをってどんなことをってどんなことをってどんなことを

してくれるんですかしてくれるんですかしてくれるんですかしてくれるんですか？？？？

運営協力の「江坂-起業家支援ネ

ットワーク」の会員である士業や

コンサルタントが、起業の準備や会社設

立、開業後の経営について支援します。

起業の準備

段階では、事

業のアイデア

を膨らますコ

ツや「誰に・

何を・どうやって売るのか」「想い・ビ

ジョンを明確に描いているか」というよ

うな、会社経営に大切なことを学べます。

会社設立については、常駐する行政書

士がサポートいたします。手続きや必要

書類に関することなど、わからないこと

があれば気軽に相談してください。

開業後は、会社経営に関する様々な問

題の解決をお手伝いします。

アットホームアットホームアットホームアットホームなななな環境環境環境環境でででで学学学学びびびび合合合合うううう

会」や、起業・経営に役立つセミナーも

開催しております。様々な業界や業種の、

あらゆる立場の方にご参加いただいてお

りますので、経営者経営者経営者経営者どうしのどうしのどうしのどうしの「「「「つながりつながりつながりつながり

づくりづくりづくりづくり」」」」やややや経営経営経営経営のののの勉強勉強勉強勉強のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てるとてるとてるとてると

思思思思いますいますいますいます。。。。入居者

の方は、セミナー

の参加費が割引に

なります♪

様様様様々々々々なななな立場立場立場立場のののの方方方方とととと知知知知りりりり合合合合えるえるえるえる

スタッフ

前田

各種士業やコンサルタントが常駐して

いるため、悩みや疑問をその場で相談し

その場で解決する

ことが出来るのも

当センターの魅力

だと思います。



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2月1日

こんにちは。2月はスノボ三昧でニヤニ

ヤしてます前田です(-∀-)え？前田の予定

なんて興味ない？いいんです。自由人はそ

ういうコーナーですから<(￣^￣)>笑

前田はボード暦7年。しかし自己流なの

でなかなか上手くならない。そのくせ調子

乗るから、崖から落ちたり、ジャンプに失

敗して背中を打ち付けたり、よく大怪我に

つながる事故を起こします。それでも今ま

で大怪我をしなかったのは、最強に運が良

かったんだと思っております。

しかし先日、会社のゴミ捨て場で扉に指

を挟み骨にヒビが･･･最強に運悪し。これで

今年の厄を祓ったと思っておきます(;-ω-)

今月今月今月今月ののののなぞなぞなぞなぞなぞなぞなぞなぞ

☆道で拾っても、交番に届けなくていい

高価なものは？ 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 ２円（煮えん）でした♪

高木家の

日

常

？？？？

？？？？

前田佳織の

THE 自由人(・∀・)

未来を支えるチャレンジャー育成都市の創出

起業家を育て地域産業として発展させることによる雇用拡大プロジェクト

平成24年4月より事業がスタートします！

厚生労働省が実施している『地域雇用創造推進事業』に

◆◆◆◆そのそのそのその他他他他

・福祉健康分野において、障害者施設等で就労するために必要とされるスキルを習得するセミナー

・地域求職者への各種セミナー等情報の提供および合同就職面接会の実施

『『『『地域雇用創造推進事業地域雇用創造推進事業地域雇用創造推進事業地域雇用創造推進事業』』』』とは、厚生労働省が平成19年度から実施している、雇用情勢が厳しい地

域で、地域の特性を生かし創意工夫を凝らして雇用を生み出す取り組みを支援する事業です。大阪府

吹田市は平成23年度第3次採択地域に選ばれました。

この事業は、雇用機会の少ない地域で、地域に求められる人材の育成や就職を促進する事業や、事

業の拡大・新事業の展開により雇用機会を増やすというもので、吹田市は事業拡大や人材育成のセミ

ナーを中心に行う予定です。それにより春から、吹田市主催セミナーの種類や回数が大幅に増える見

込みです。

経営基盤を安定させて事業を拡大したい経営者や、社員を雇用したい経営者、起業を考えている方

や求職中の方は、ぜひ積極的にセミナーに参加してみてはいかがでしょう？

地域の経営者どうしで学び合い、つながりを広げながら、吹田市の経済活性化に貢献しませんか？

吹田市吹田市吹田市吹田市のののの

今後今後今後今後のののの発表発表発表発表にににに

注目注目注目注目ですねですねですねですね♪♪♪♪

第５回ランチミーティング♪

1月10日火曜日、フレンチレストラン トゥルヌッソルにてランチミーティングが開催されました。

11名の方にご参加いただき、「今年の目標」の発表と意見交換をしました☆

☆☆☆☆今年今年今年今年のののの目標目標目標目標☆☆☆☆☆☆☆☆今年今年今年今年のののの目標目標目標目標☆☆☆☆ bybybybybybybyby参加者参加者参加者参加者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん参加者参加者参加者参加者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん

・・・・売上倍増売上倍増売上倍増売上倍増・・・・売上倍増売上倍増売上倍増売上倍増

業務内容充実業務内容充実業務内容充実業務内容充実させるさせるさせるさせる為為為為にににに、、、、新新新新たなたなたなたな仕事仕事仕事仕事ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするするするする業務内容充実業務内容充実業務内容充実業務内容充実させるさせるさせるさせる為為為為にににに、、、、新新新新たなたなたなたな仕事仕事仕事仕事ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするするするする

・・・・セミナーセミナーセミナーセミナー参加者参加者参加者参加者をををを毎回毎回毎回毎回１０１０１０１０名以上集客名以上集客名以上集客名以上集客できるようできるようできるようできるよう、、、、宣伝宣伝宣伝宣伝やややや営業営業営業営業をををを行行行行うううう・・・・セミナーセミナーセミナーセミナー参加者参加者参加者参加者をををを毎回毎回毎回毎回１０１０１０１０名以上集客名以上集客名以上集客名以上集客できるようできるようできるようできるよう、、、、宣伝宣伝宣伝宣伝やややや営業営業営業営業をををを行行行行うううう

１１１１年間年間年間年間でででで１００１００１００１００万円万円万円万円のののの貯金貯金貯金貯金１１１１年間年間年間年間でででで１００１００１００１００万円万円万円万円のののの貯金貯金貯金貯金

・・・・セミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催するするするする・・・・セミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催するするするする

今今今今まであまりまであまりまであまりまであまり力力力力をををを入入入入れていなかったれていなかったれていなかったれていなかった分野分野分野分野についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的にににに関関関関わるわるわるわる今今今今まであまりまであまりまであまりまであまり力力力力をををを入入入入れていなかったれていなかったれていなかったれていなかった分野分野分野分野についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的にににに関関関関わるわるわるわる

――――――――そのためにそのためにそのためにそのために「「「「人間人間人間人間」」」」をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり研究研究研究研究するするするするそのためにそのためにそのためにそのために「「「「人間人間人間人間」」」」をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり研究研究研究研究するするするする

・・・・新卒者新卒者新卒者新卒者などのなどのなどのなどの就職活動就職活動就職活動就職活動をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしたいいしたいいしたいいしたい・・・・新卒者新卒者新卒者新卒者などのなどのなどのなどの就職活動就職活動就職活動就職活動をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしたいいしたいいしたいいしたい

月月月月にににに１１１１日日日日はははは家族家族家族家族とととと過過過過ごすごすごすごす時間時間時間時間をつくるをつくるをつくるをつくる月月月月にににに１１１１日日日日はははは家族家族家族家族とととと過過過過ごすごすごすごす時間時間時間時間をつくるをつくるをつくるをつくる

・・・・吹田吹田吹田吹田・・・・江坂江坂江坂江坂でででで友達友達友達友達をををを１００１００１００１００人増人増人増人増やしたいやしたいやしたいやしたい・・・・吹田吹田吹田吹田・・・・江坂江坂江坂江坂でででで友達友達友達友達をををを１００１００１００１００人増人増人増人増やしたいやしたいやしたいやしたい

・・・・①①①①全国全国全国全国をををを行脚行脚行脚行脚するするするする・・・・①①①①全国全国全国全国をををを行脚行脚行脚行脚するするするするWEBWEBWEBWEBWEBWEBWEBWEBデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーデザイナー

②②②②経営理念経営理念経営理念経営理念をををを一年一年一年一年かけてかけてかけてかけて確立確立確立確立するするするする②②②②経営理念経営理念経営理念経営理念をををを一年一年一年一年かけてかけてかけてかけて確立確立確立確立するするするする

・・・・全国全国全国全国にににに取引先取引先取引先取引先をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。・・・・全国全国全国全国にににに取引先取引先取引先取引先をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。

所員所員所員所員をやとうをやとうをやとうをやとう。。。。所員所員所員所員をやとうをやとうをやとうをやとう。。。。

事務所事務所事務所事務所をかまえるをかまえるをかまえるをかまえる。。。。事務所事務所事務所事務所をかまえるをかまえるをかまえるをかまえる。。。。

・・・・もうもうもうもう１１１１人人人人、、、、人人人人をををを雇用雇用雇用雇用しししし、、、、事務所事務所事務所事務所をををを移転移転移転移転するするするする・・・・もうもうもうもう１１１１人人人人、、、、人人人人をををを雇用雇用雇用雇用しししし、、、、事務所事務所事務所事務所をををを移転移転移転移転するするするする

・・・・クライアントクライアントクライアントクライアントをををを一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くくくく増増増増やすやすやすやす・・・・クライアントクライアントクライアントクライアントをををを一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くくくく増増増増やすやすやすやす

TPPTPPTPPTPPTPPTPPTPPTPPにににに対応対応対応対応するするするするにににに対応対応対応対応するするするする

終始和やかな雰囲気で、目標の発表の後も皆さんそれぞれにお食事や会話を楽しんでいただきま

した。また、お正月の過ごし方やお仕事についての情報交換など、テーマ以外の様々な話題でも盛

り上がっていました。

初参加の方々とも一緒にお話しができ、少しずつではありますが、つながりが広がっているのを

実感し、うれしく思っております。

江坂江坂江坂江坂-大阪大阪大阪大阪どっとどっとどっとどっとJP
＼

江坂の企業情報サイト !  ／

☆業種別人気サイトランキング☆

今回は、医療、福祉 トップ５！

他業種のランキングは「江坂-大阪どっとJP」人気サイト
のページにてご覧いただけます。次回もお楽しみに！

1位
2位
3位
4位
5位

ひろの鍼灸院

社会福祉法人 のぞみ福祉会

岡空肛門科

社会福祉法人ヒューマン福祉会第２ヒューマン

株式会社やさしい手

Q．ランチミーティングに参加して良かったことは何ですか？（アンケートより抜粋）

・皆さんの近況報告や目標を聞け、自身のモチベーションも上がった

・前向きな皆さんの姿勢を知り、自分も頑張ろうと思うことができました。

料理もおいしく、雑談が楽しかったです。

・皆さんの新年の抱負を聞けて改めて気持ちの引きしまる想いがしたので感謝です。

・今年一年の営業方針が定まったことです。

・新しい知り合いができた。

他の方が頑張っていることを聞けてよかった。

・自分自身の目標を他の人に話すことによって、目標実現への決意が確認できた

・他社の方々とのつながりができて幅の広がりの予感がします。

検索江坂が好き

http://www.esaka-osaka.jp/

という方は、ぜひ一度、当サイトをご覧ください。

・・・・江坂江坂江坂江坂でででで取引先取引先取引先取引先をををを探探探探しているしているしているしている

・・・・江坂江坂江坂江坂のののの経営者経営者経営者経営者どうしのつなどうしのつなどうしのつなどうしのつな

がりにがりにがりにがりに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを知知知知りたいりたいりたいりたい

・・・・自分自分自分自分のののの会社会社会社会社もももも紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい

「江坂-大阪どっとJP」は、現在、江坂周辺の2968件件件件の企業情報が掲載されているサイトです。
江坂の企業どうし、経営者どうしのつながりを強め、地域経済を活性化させたい。自社の元気だけでなく、江坂から

大阪、そして日本を元気にしたい。そんな想いをもってこのサイトを運営しています。

サイトの運営を始めた2009年5月から現在まで
に782,000件を超えるアクセスがあり、月1500社
以上の企業が検索されています。

ランチミーティングは、毎月第2火曜日に開催を予定しております。

興味のある方はお気軽にご参加ください♪

本好きな小４の長女が、先日も本？を読んでいた。

その名も 『実用ことわざ小辞典』

私が昔、購入したものだ。

食い入るように見ているので、聞いたみた。

「なんか、おもしろいこと書いてんのん？」

「うん。」（長女）

「鼻毛鼻毛鼻毛鼻毛をををを読読読読むむむむ」（嬉しそうに答える長女）

どうやって見つけたのか、 確かにある。

384ページ中の275ページ目に・・・

数日後、前置きもなく幼稚園児の次女がひとこと。

「鼻鼻鼻鼻くそくそくそくそ丸丸丸丸めてめてめてめて万金丹万金丹万金丹万金丹（まんきんたん）」

「なんでそんなん知ってんの？」（驚く私）

「あの本に書いてあった」（次女）

「ほら」 と 『実用ことわざ小辞典』 を持って来て

見せてくれた。

見ると、確かにあった。

“鼻毛を読む” の隣に（笑）

◆◆◆◆人材育成人材育成人材育成人材育成（（（（求職者向求職者向求職者向求職者向けけけけ））））

起業・創業分野 卸売業分野

・資金調達 ・営業力

・事業戦略 ・マーケティング

・事業計画 ・プレゼン力 など

・組織体制作り

・顧客、集客 など

【【【【主主主主ななななセミナーセミナーセミナーセミナー内容内容内容内容】】】】

◆◆◆◆雇用拡大雇用拡大雇用拡大雇用拡大（（（（事業主向事業主向事業主向事業主向けけけけ））））

・経営基盤強化のための事業戦略

・これからの組織体制

・事業継続計画

・顧客拡大と集客の仕組みづくり

・卸売業の製造技術

・新製品開発 など



2222月月月月27272727日日日日((((月月月月)))) 想想想想いをいをいをいを伝伝伝伝えるえるえるえる広報活動広報活動広報活動広報活動

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 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

【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～

無料配布中。ご希望の方はご連絡ください。

2222月月月月15151515日日日日((((水水水水)))) 一流営業一流営業一流営業一流営業マンマンマンマンにににに必須必須必須必須のののの能力能力能力能力

第7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）

2222月月月月14141414日日日日((((火火火火)))) このこのこのこの1111ヶヶヶヶ月間月間月間月間でうれしかったことでうれしかったことでうれしかったことでうれしかったこと

第6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

2222月月月月8888日日日日((((水水水水)))) 企業企業企業企業がががが輸出輸出輸出輸出ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに

挑戦挑戦挑戦挑戦するためのするためのするためのするためのノウハウノウハウノウハウノウハウ

第29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 コンサルタントREN 代表

杉原 廉さん

参加費参加費参加費参加費（食事･飲み物代込）一般の方 3,0003,0003,0003,000円円円円

江坂-大阪どっとJPプレミアム会員 2,0002,0002,0002,000円円円円

第第第第6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7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30回回回回
座談会座談会座談会座談会

建国記念の日

節分

第第第第6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

第第第第29回回回回
座談会座談会座談会座談会

2222月月月月1111日日日日((((水水水水)))) 社員社員社員社員がやるがやるがやるがやる気気気気をををを出出出出すすすす方法方法方法方法

第6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）

2222月月月月21212121日日日日((((火火火火)))) スモールカンパニースモールカンパニースモールカンパニースモールカンパニーをををを支支支支えるえるえるえる

～～～～効率経営効率経営効率経営効率経営ツールツールツールツール～～～～

第30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 国際外語センター江坂校 代表

佐藤 武夫さん

参加費参加費参加費参加費（食事･飲み物代込）一般の方 3,0003,0003,0003,000円円円円

江坂-大阪どっとJPプレミアム会員 2,0002,0002,0002,000円円円円

今月のニュース、完成した

ものを見ると文字ばっかり。

「これでは見る人が面白く

ない」と思い、内容を変更

いたしました。今後も「伝えたいこと

がきちんと伝わる紙面づくり」を心が

けたいと思います★ (編集前田・松浦)

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

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 有限会社総合有限会社総合有限会社総合有限会社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

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

第第第第4回回回回
吹田市起業家吹田市起業家吹田市起業家吹田市起業家

交流会交流会交流会交流会at江坂江坂江坂江坂

☆☆☆☆３月の予定☆☆☆☆

8日(木)第7回人財セミナー 13日(火)第7回ランチミーティング

15日(木)第31回座談会 21日(水)第8回営業セミナー

28日(水)NPO法人 江坂-起業家支援ネットワーク 設立記念パーティー


