
・4月10日（木）10：00～12：00
・江坂-起業家支援センター

セミナールームにて

・参加費：無料

経営指針発表会経営指針発表会経営指針発表会経営指針発表会

地域の企業・お店からのお知らせがあります

Ａ型事業所の1年を振り返って

2013年4月にオープンした就労

継続支援A型事業所 江坂-起業家

支援センターが間もなく1周年を

迎えます。

4月に支援スタッフ4名、社員2名

でスタートした際、社⻑・スタッフ

・社員全員で経営理念を成⽂化し、

想いを共有しました。

毎⽉事業所⾒学会を開催し、これ

まで10回、述べ124名の方にご参加

いただきました。

少しずつ当事業所が認知され、

11月には支援スタッフ4名と障がい

者社員10名の計14名となり、活気

あふれるセンターとなりました。

地域の就労支援機関や夢（一般

就労）を実現したい障がい者と

【つながり】を持つことができた

結果だと実感しております。

また「地域の企業や支援機関など、

みんなで障がい者雇用について

考えることが出来る『交流の場』が

あったらいいな！」という想いから

「障がい者雇用を考える昼食会・

夕食会」を始めました。障がい者雇

用を進めるために自分たちにできる

事はないか、参加者同士で考えを

深めました。

ご協⼒いただいている会員企業も

徐々に増え、1月には37社となりま

した。

会員どうしの交流を促進し、地域経済

活性化を図るべく、会員交流ラン

チ会を2月より開催しています。

今後も、会員企業100社を目指して

頑張りたいと思います。

2年目を迎えた江坂-起業家支援

センターの経営指針発表会を開催し

ます。会員企業の方や地域の経営者

に、弊社の想い・取り組みを知ってい

ただく機会にしたいと考えております。

より多くの方にご参加いただきたく

存じますので、ぜひお気軽にご参加

ください。

2月4日 (火) 新⼊社員歓迎会が⾏われました！

会社組織の一員として働き、
地域社会に貢献できるよう
頑張ります！

先輩社員たちを見習って、
私も一般就労に向け努力
していきたいです！

渡辺渡辺渡辺渡辺

竹中竹中竹中竹中

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

まず新入社員が入社に至った経緯や意気込

みを話し、それからスタッフや先輩社員から

の体験談やアドバイス、社⻑からの期待の⾔

葉がかけられました。美味しいお弁当を⾷べ

ながら、ざっくばらんな雰囲気の中で、実の

ある話などさまざまな話題が飛び交い、終始

なごやかな会となりました。

児玉児玉児玉児玉

体調管理をしながら
仕事も頑張ります。
応援よろしくお願いします！



江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース

なぞなぞ！使うと誰でも3つ歳を取ってしまうものはな〜んだ？

先月号の答え：エレベーター（押すのはボタンです）

江坂が好き！な経営者のための、第52回座談会を開催しました！！

1月29日、当オフィスをご利用いただいている経営者の

方々が、それぞれの事業について話し合われました。

さまざまな情報交換ができ、充実した会となりました。

さて、本ランチ会ですが、今回で最後となります。今後は

「会員交流ランチ会」として、江坂の企業家さんの交流の

場を設けたいと思っています。ぜひご参加下さい！

(会員交流ランチ会の開催については、イベントスケ

ジュールをご覧ください)

2月10日に行われた今回の見学会は、求職者や就労

支援機関からの方、弊社の取り組みに興味を持たれた

地域の企業様に参加いただきました。

まず代表の髙木より事業所を始めるまでの経緯、今後の

ビジョンなどを話し、事業所を見学していただきました。

社員の業務説明や働く姿を見ていただき、スタッフ、社員の

働いている雰囲気が良く、快適な環境だとの感想を頂き

ました。

当センターの第10回⾒学会を⾏いました！第4回⼊居者ランチ会を⾏いました！

次回は3月10日開催の予定です。

本会は、江坂の活性化を図るため、江坂の経営者や

士業の方をお招きし、つながりを深めることを目的と

しています。

代表者にテーマについてお話いただいた後、会食を

しながら、参加者の皆様で意見や情報を交換し合う、

なごやかな雰囲気の会です。

今回で参加者が延べ664人となりました。

今回の問題提起者は、RacketHouseKING 代表の

桒田 隆正さんです。「窮地に陥った際の発想転換法」

として、自身が経営をしていく中で弱気になった時、

苦しくてやめたいと思った時に、どのようにしてそれを

乗り越えたのかをお話しくださいました。

桒田さんは苦しい時こそ人と会うようにしたそうです。

仕事でもプライベートでも誘いがあれば出かけ、人と

話をする。そうすることで、解決策やビジネスチャンス

が生まれるとお話されました。また、楽しいことだけを

追求する・本を読んで新たな考え方と出会う・どんな事

にも興味を持つなど、桒田さんが実践してきた例を、

経験を交えてお話しくださいました。

問題提起の後は、会食をしながら、参加者の皆さん

が経験した窮地と、それをどのように乗り越えたのか

を話し合いました。

参加者の皆様のご感想 (一部抜粋)

・自分を振り返る良い機会になりました。

・発想転換法は本当に学びになりました。

・物事を考える道すじや発想に気づきがありました。

・さまざまなことを乗り越えてきたから、

今の桑田さんの笑顔があるんだなぁと思いました。

・ジャージ姿というのが最高でした。



【第11回 江坂-起業家支援センター見学会】

日 時：3月10日（月）10:00～12:00
参加費：無料

【第53回 座談会】

問題提起者：メディケア・ヒューマン株式会社

代表取締役社長 山中太さん

テーマ：「経営理念をどのように

社員・社外のみなさんに伝えていますか？」

日 時：3月13日（木） 18:30～20:30

参加費：3,000円（食事・飲み物代込み）

※江坂-大阪どっとJPプレミアム会員、

江坂-起業家支援センター会員の方は2,000円

【第8回 障がい者雇用を考える昼食会】

起業家、就労支援機関、地域住民が一同に会し、障がい者

雇用について理解を深め合うことを目的としています。

報告者：株式会社 江坂-起業家支援センター 藤井 浩敬さん

テーマ：「過去の自分と現在の自分、そして未来の自分について」

日 時：3月19日（水）11:30～13:30

参加費：1,000円（食事・飲み物代込み）

【第2回会員交流ランチ会】

地域の起業家・経営者の方々の交流と学びの場です。

ゲスト（会員でない方）の参加も大歓迎！

日 時：3月27日（木）11:30～13:30

参加費：1,000円（食事・飲み物代込み）

【労働なんでも相談会】

社会保険労務士などの専門家がお聞きします。

日 時：3月1日（土）10:00～12:00、13:00～15:00
3月2日（日）10:00～12:00、13:00～15:00

参加費：無料

【求職者セミナー】

職業・企業選びのコツをお伝えします。

日 時：3月14日（金）13:00～15:00
3月24日（月）13:00～15:00

参加費：無料

【起業家・経営者のためのセミナー】

経営の基本や人材育成のポイントをお伝えします。

日 時：3月14日（金）19:00～21:00
3月21日（金）10:00～12:00

参加費：3,000円

【女性の働き方セミナー】

今後の女性の働き方について考えます。

日 時：3月11日（火）10:00～12:00
3月24日（月）10:00～12:00

参加費：1,000円

【ビジネスセミナー (プレゼン力養成講座)】

営業戦略、企画書作成等プレゼン力をアップします。

日 時：3月17日（月）14:00～16:00
3月18日（火）13:00～15:00、15:00～17:00
3月20日（木）13:00～15:00、15:00～17:00
（全5回。各回でテーマが異なります）

参加費：全受講8,000円（1回受講2,000円）

会場：江坂-起業家支援センター

詳細、お申し込みは江坂-起業家支援センターの
ホームページをご覧ください！

経営指針を作成することは、航海に例えれば、航海の

目的を全乗組員に明らかにし、航路、航海の日程、航海図

や羅針盤を準備して、トップである船長以下全乗組員が力

を合わせて目的地に進むということです。船長は嵐や不測

の事態に備えて、常にいざという時の準備を整えておかね

ばなりませんが、理念・方針が確立していないと、計画の

変更すらうまくいきません。嵐の中で座礁すれば命の危険

にさらされますが、これが経営であれば倒産という事態に

陥ることであり、社員が路頭に迷うだけでなく、多くの取引先

や株主などに損害を与えます。

第1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

2014年3月1日

経営指針を確⽴して成⽂化しよう！

『『『『経営指針経営指針経営指針経営指針＝＝＝＝ 経営理念経営理念経営理念経営理念 + 経営方針経営方針経営方針経営方針 + 経営計画経営計画経営計画経営計画』』』』

経営指針の成文化は、いざという事態を招かないよう積

極的な経営姿勢を生み出したり、いざという事態があっても

それを乗り越えることを可能にする重要な要素なのです。

このコラムでは、経営指針の要素である経営理念・経営

方針・経営計画の作成に必要なことについて解説していき

ます。経営者として是非とも必要な知識を身に付け、確か

な経営力を手に入れましょう！

経営指針で夢を叶える！経営革新コンサルタント

高木学

イベントスケジュール

吹田市立勤労者会館主催のセミナーで、
NPO法人 江坂-起業家支援ネットワークが
講師をつとめます！

〜役に⽴つセミナー満載！〜

当センターの定例イベントです！

会場：吹田市立勤労者会館 TEL.06-6382-9101
お申し込み、お問い合わせは吹田市立勤労者会館まで！



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+税税税税（※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+税税税税で広告の製作も承ります。

広告募集中！
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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

江坂 起業

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。

我が家の冷蔵庫が、とうとうダメになってしまった。

結婚する時に、購入した冷蔵庫。

ここ数年は夏になると、側面が熱くなり、もうダメか、もう
ダメかと思いながらも、使い続けてきた。

結婚当時は今よりずっと狭い家で、それなのになぜか？
台所にも置き場所のないぐらい、大きい４ドアの冷蔵庫
を買ってしまった。よって、台所の入口＝リビングに置い
てあった。

リビングに入ると、正面にあって、一番最初に目に入る
のが、冷蔵庫。8万ぐらいだったが、家の中で一番高価
なもので、冷蔵庫様冷蔵庫様冷蔵庫様冷蔵庫様 と敬った。

早いもので、それから17年。

その間、2人だった家族は3人になり、今の家に引っ越し
た。今の家に引っ越してからは、冷蔵庫様は前ほど、目
立たなくなった。

そして、家族は、3人が4人、4人が5人、5人が6人になっ
て・・・冷蔵庫様はどんどん活躍した。

お別れの日。

妻が冷蔵庫の中身を出しているのを見て、こんなに入っ
ていたんだと、改めてビックリ。

冷蔵庫様、お疲れ様でした。

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♪

3月は別れの月——。

卒業式、数年来過ごした母校、友人や恩師たちとの別れに、

涙を流した方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな卒業式の定番曲に『仰げば尊し』というのがあります。

実はあの曲、つい最近までその出自が謎だったそうで、色々な

説が存在していました。しかし2011年、一橋大学名誉教授の

桜井雅人さんが、1871年に米国で作られたことを突き止め、

作詞者・作曲者も明らかになりました。

日本でも長年唱歌として愛されてきた同曲ですが、「歌詞が

文語体で難解」などの理由で、最近はあまり歌われなくなった

ようです。いい曲が時代の流れで歌われなくなるのは寂しいも

のですね。まあ、これも「別れ」のひとつなのでしょう。


