
地域の企業・お店からのお知らせがあります

いを持つ社員と支援スタッフと
共に事業を進めてきました。
主な業務内容は、起業家の方

の事務支援で、データ入力、経
理事務、書類作成、ホームペー
ジ作成、チラシ作成、セミナー
の運営支援など。また、座談会
(51回開催･述べ参加人数642
名!)や、障がい者雇用を考える
昼食会など、つながりを広げる
ための活動にも力を入れ、イベ
ントを多数開催しました。
スタッフも社員も初めてのこ

とが多く、戸惑いもありますが、
どうすればお客様に喜んでいた

あけまして
おめでとうございます

だけるのかを共に考え、一生懸
命仕事に取り組んでいます。
1月からは障がいを持つ高校
生向けの「えさか就活未来塾」
を開始し、今までより幅広い層
への就業体験の場の提供ができ
ることと思います。(※詳細は中面)
本年も「江坂を障がい者雇用

率No.1の街に！」 「2021年、
開業率が全国１位で、廃業率は
最低水準の吹田市に！」という
2つの夢に向けて1歩でも前進
できるよう、社員・スタッフ
一同、力を合わせて頑張ってい
きたいと考えております。

あけましておめでとうござい
ます。本年もどうぞよろしくお
願いいたします。
昨年は、4月より障がい福祉

サービスA型事業所を開設し、
たくさんの方にお力添えをいた
だきながら、総勢16名の障が

常に感謝の気持ちを忘れない。
忘れないだけではなく、言葉と
体で表現しながら仕事に取り組
んでいきたい。（柿原）

振り返る。前を見て進むことは
大切ですが、時には振り返って
自分を見つめ直し、成⻑できる
よう努力します。（前田）

つながりを大切にする。今まで
出会った方々とのつながりを深
められるよう、感謝の気持ちを
持って行動します。（松浦）

業務の完了状態と作業段階を明
確化していき、個々に自己遂行、
完了出来るように作業予定の作
成を行います。（澤村）

スタッフの今年の意気込みを50文字で！

株式会社江坂-起業家支援センター 代表取締役

NPO法人江坂-起業家支援ネットワーク 理事長

髙木 学



江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース

なぞなぞ！ 家電屋さんである物を買ったら、おまけに⼥の⼦がついてきました。何を買った？ 先月号の答え：写真

障がいを持つ高校生のための「えさか就活未来塾」を開始します！

2014年1月より、障がいを持つ高校生を対象とした
放課後児童デイサービス「えさか就活未来塾」を開始します。

放課後児童デイサービスとは?

放課後児童デイサービスとは、障がいのある（療育が必要と認められる）
⼦どもたちの学齢期における支援の充実のためのサービスです。
障がい児の学童保育と表現するとわかりやすいかもしれません。

障がいのある⼦どもたちに対し、放課後や⻑期休暇中においての療育の場
(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、ご家族に代わり一時的
にケアすることで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービスとしての役割を担っています。

12月10日（火）に第8回目のＡ型事業所の⾒
学会を開催しました。支援機関の利⽤者をはじ
め、支援スタッフやハローワークの相談員の方
にもご参加いただ
き、当事業所のス
タッフや社員から
仕事内容等につい
てお話しさせてい
ただきました。

江坂-起業家支援センター
第8回⾒学会

12月11日（水）に第51回座談会が開催され
ました。問題提起者の寺島さんからは、顧客開
拓の際に実践している直筆ハガキでの継続的な
アプローチについてのお話がありました。

江坂が好き！な経営者のための
第51回座談会

開
催
イ
ベ
ン
ト
報
告

その後、参加
者全員で顧客
開拓の方法に
ついて討論を
深めました。

えさか就活未来塾とは…

主に就職をお考えの高校生〜満18歳までの就学
児童を対象とした放課後デイサービスです。

早いうちから「仕事とはどういうことか」「働
く際に⼤切なことはどういったことか」など、就
職するうえで⼤切なことを⾝に付けていただける
よう、実際の仕事に近い
かたちで経験を積んで
いただきます。

時間は、学校期間中
は放課後、⻑期休暇
や卒業後は1人1人に
合わせてご利⽤いただ
く予定です。

えさか就活未来塾に込めた想い

えさか就活未来塾では、江坂という事業所と住
宅がバランス良く混在する街で、実際の仕事に近
いかたちで経験を積むことができます。

また、障がい者の実習の受け入れや求職者向け
セミナーで多くの方を就職させた実績のある髙木
（代表取締役）が、セミナーや個別相談を⾏うな
ど、継続的に就職に向けた支援を⾏います。

障がいのある⼦どもたちが、早いうちから仕事
に対する姿勢や考え方を⾝に付けることで、将来
自分に合った仕事に就き、幸せに働いてほしいと

いう想いでこのサービスを開始しました。



NPO法人 江坂-起業家支援ネットワーク

起業家が知っておくべき４つの⼤切な話
〜 お⾦の話 〜

このコラムは同タイトルの小冊⼦の内容を元に作成しています♪
小冊⼦が欲しい方は、下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

起業をするためや継続・発展するためには、事業
への想いはもちろん⼤切ですが、｢お⾦｣も必ず必要
であり、お⾦や利益に対する意識は⼤切です。
事業を維持し、発展させていく上で利益がなぜ必要
なのか、起業をするときにはどのような使いみちの
ためにお⾦を⽤意すべきか、起業し事業を存続して
いくために必要な事業計画とはどのようなものかな
ど、起業し、事業を継続していくうえで「お⾦」の
役割はとても重要です。

特に、事業計画を⽴てるためには、「会社経営に
NPO法人 江坂‐起業家支援ネットワーク 副理事⻑

税理⼠ ⾦⾕ 修司

必要な利益額の計算方法」「損益分岐点売上高の考
え方」「業績が⿊字になるための売上計画の⽴て
方」などを知ることが⼤切であり、資⾦調達のため
には「起業時の資⾦の準備の仕方」「融資を受ける
目的と正しい融資の受け方」「⾦融機関が融資をし
たいのはどういう企業なのか」などを知ることが⼤
切です。起業する前でもした後でも、お⾦や利益の
ことで悩んだ時のヒントにして頂ければ幸いです。

障がいのある社員と共に起業家・経営者の⽅の事務支援を⾏っています！

コラム
第4回

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ ０６０６０６０６－－－－６１９０６１９０６１９０６１９０－－－－９５１３９５１３９５１３９５１３ 株式会社株式会社株式会社株式会社 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

12月27日（⾦）に、日ごろの感謝の気持ちを
込めて、⼤納会を開催しました！

第1部は15時〜で、障がい者の社員も参加し、
第2部の18時〜は、弊社につながりのある方々
にご参加いただいてのにぎやか
な会となりました。

毎年恒例となったスタッフの
出し物もあり、ワイワイと会食
しながら1年の労をねぎらいました。

江坂-起業家支援センター
⼤納会

※イベントの詳細は、ホームページをご覧ください

１月のイベントスケジュール

10日（金）10：00∼12：00
江坂-起業家支援センター見学会

22日（水）11：30∼13：30
第７回 障がい者雇用を考える昼食会

22日（水）18：30∼20：30
NPO法人 江坂-起業家支援ネットワーク定例会

27日（月）13：30∼15：30
就職のための基礎講座

23（木）14：00∼16：00
消費税転嫁対策講習会

株式会社 江坂‐起業家支援センターでは、
障がいのある方と共に起業家の方の事務支援
を⾏うことで、起業家支援と障がいのある方
の職業支援を⾏っています。

また、つながりを広げるためのイベントの
開催にも⼒を入れるなど、地域の活性化に向
けてさまざまな活動に取り組んでいます。

夢のある人の自⽴を支援し、幸せに働ける
会社づくりに貢献することが私たちの理念で
あり、目標です。

起業家支援
データ入⼒･経理事務･書類作成･
ホームページ作成･チラシ作成･

セミナーの運営支援など

障がいのある⽅の
職業支援

つながりを広げる
イベント開催

障害福祉サービスA型事業所
放課後児童デイサービス

職場実習の受け入れ

経営者のための座談会
障がい者雇⽤を考える昼食会

会員交流ランチ会



掲載位置掲載位置掲載位置掲載位置 ：：：： 裏表紙の下部

規格規格規格規格 ：：：： 多色刷り、縦55ミリメートル×横91ミリメートル
枠数枠数枠数枠数 ：：：： 4枠 隣り合う2枠か4枠すべてを併せて掲載可
作成部数作成部数作成部数作成部数 ：：：： 1,500部（江坂駅周辺の企業に配布江坂駅周辺の企業に配布江坂駅周辺の企業に配布江坂駅周辺の企業に配布！）

掲載料（掲載料（掲載料（掲載料（1回につき）回につき）回につき）回につき） ：：：： 1枠 7,000円円円円（※注）
発行日発行日発行日発行日 ：：：： 毎月1日発行
申込期間申込期間申込期間申込期間 ：：：： 掲載希望月の前月の10日まで
（※注）掲載料には、広告製作費は含まれません。

プラス3,000円円円円で広告の製作も承ります。

広告募集中！

消費税増税に対する

対策のツボをお教えします！

平成25年1月23日（木）
14：00∼16：00

講師 税理士 寺島 義雄
詳しくは、折り込みチラシでご確認ください。

国産にこだわった職人の畳国産にこだわった職人の畳国産にこだわった職人の畳国産にこだわった職人の畳
新調新調新調新調 8,5008,5008,5008,500円～円～円～円～
表替表替表替表替 4,0004,0004,0004,000円～円～円～円～
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小学校

大阪府吹田市江坂町1-16-10 メゾン江坂

201株式会社株式会社株式会社株式会社江坂江坂江坂江坂-起業家支援センター起業家支援センター起業家支援センター起業家支援センター

1階階階階江坂江坂江坂江坂-起業家支援センター起業家支援センター起業家支援センター起業家支援センター

メゾン江坂

ローソン☆アクセス☆
地下鉄御堂筋線
江坂駅より徒歩4分

発⾏元代表：株式会社 江坂起業家支援センター
⼤阪府吹田市江坂町1‐16‐10 メゾン江坂201

TEL 06-6190-9513
FAX 06‐6190‐9512

http://esaka‐esc.jp

編集後記
「あけましておめでとうございます」という⾔葉を

交わすと、なんだか晴れ晴れしい気分になりますよね。
昔の人は⼤晦日を迎えるまでに、この1年の日⽤品

のつけの支払いや⼤掃除（障⼦を張り替えたり畳を干
したりなど⼤変！）おせちの準備など、しなければい
けないことがたくさんありました。そのため、⼤変な
年末を乗り越え、無事に新年を迎えられたことへの喜
びと感謝を「あけましておめでとう」という⾔葉に込
めて挨拶を交わしたそうです。

そんな先人たちの気持ちに思いを馳せながら、今年
1年どんな風に過ごそうか考えるのも楽しいですね♪

電話電話電話電話1111本見積もり無料本見積もり無料本見積もり無料本見積もり無料

06060606----6170617061706170----6509650965096509
http://www.gotohttp://www.gotohttp://www.gotohttp://www.goto----tatami.jp/tatami.jp/tatami.jp/tatami.jp/

畳屋兄ちゃん 検索

リヤカーを引きながら

江坂の街を回っています！

見かけたらお気軽に

声をかけてくださいね！

真心でかなえる結婚相談所 検索

W ORLDW ORLDW ORLDW ORLD BRIDAL  CENTE RBR IDAL  CENTE RBR IDAL  CENTE RBR IDAL  CENTE R
TELTELTELTEL 06060606 ---- 7493749374937493 ---- 2347234723472347 EEEE ----ma i lma i lma i lma i l in fo@wbc031 . comin fo@wbc031 . comin fo@wbc031 . comin fo@wbc031 . com

営業時間営業時間営業時間営業時間 10 : 00  10 : 00  10 : 00  10 : 00  ∼∼∼∼ 20 :0020 : 0020 : 0020 : 00 代表代表代表代表 馬場馬場馬場馬場 康夫康夫康夫康夫

専門のカウンセラーが
あなたの婚活を

全力でサポートします。
その先の感動を
共有すること

“ありがとう”と言って
いただけることが

私たちの最高の喜びです。

婚活

はじめませんか？

江坂-起業家支援センターにて

高木家の

６人家族（妻１人、子ども４人）
長男中2、長女小6、次男小4、次女小2
全員Ｏ型 自由人な「高木家の日常」
をお送りします。

クリスマス前、末っ子と出かけていると、きれいに飾りをして

いる家があり、それを見た末っ子がはしゃいで言った。

「サンタさんが、サンタさんが、サンタさんが、サンタさんが、3333体もおった！体もおった！体もおった！体もおった！」

3333体って体って体って体って。「逃走中のハンターか！逃走中のハンターか！逃走中のハンターか！逃走中のハンターか！」と突っ込みたくなる。

さて、我が家にサンタさんがくるのは10歳までとしているが、

サンタチームが下2人だけになり、ややこしいので、 去年から

「サンタさんもややこしいから、今度から断っとくわ。「サンタさんもややこしいから、今度から断っとくわ。「サンタさんもややこしいから、今度から断っとくわ。「サンタさんもややこしいから、今度から断っとくわ。

そのかわりみんな、とぉチャン、かぁチャンからあげるから」そのかわりみんな、とぉチャン、かぁチャンからあげるから」そのかわりみんな、とぉチャン、かぁチャンからあげるから」そのかわりみんな、とぉチャン、かぁチャンからあげるから」

と、なったはずだったのに・・・

「サンタさんからがいい！サンタさんからがいい！サンタさんからがいい！サンタさんからがいい！」 末っ子が言いだした。

「とぉチャンと、かぁチャンがあげるから」 と言っても

「だって、とぉチャンはサンタさんじゃないもん！とぉチャンはサンタさんじゃないもん！とぉチャンはサンタさんじゃないもん！とぉチャンはサンタさんじゃないもん！（涙）」

すると、次男も 「ぼくも～♪」

それを聞いた末っ子が、天にむかって？叫んだ。

「サンタさん、サンタさん、サンタさん、サンタさん、2222ちょう！ちょう！ちょう！ちょう！」

サンタさんが2222体来そうな勢い体来そうな勢い体来そうな勢い体来そうな勢いだ。

そんなこんなで、下2人はサンタさんに頼むことに。

サンタさんのプレゼントを調達。外から見ただけで、誰のかが

わかる。下手に書いて、詮索されるのもややこしいので、

名前は書かないことにして、天袋に隠す。

「やれやれ、これで安心」と思っていたら、末っ子が言った。

「ああああ～楽しみ～。サンタさん♪～楽しみ～。サンタさん♪～楽しみ～。サンタさん♪～楽しみ～。サンタさん♪」 （よかったね～）

「○○ちゃん○○ちゃん○○ちゃん○○ちゃん とか書いてるの、とか書いてるの、とか書いてるの、とか書いてるの、見るの見るの見るの見るの楽しみや楽しみや楽しみや楽しみやねんねんねんねん♪♪♪♪」

「楽しみなの、そこか！」 (苦笑）

過去の高木家の日常が気になる方は、つながりニュースの
バックナンバーにて！Vol.2より連載しています。

ホームページよりダウンロードできます♪

江坂江坂江坂江坂
出張所出張所出張所出張所

江坂 起業


