
起業家の課題の現状 
 

 吹田市や商工会議所、中小企業家同友会や私たちの 

会員企業へのアンケート。どれを見ても課題は明確に

なっています。 
 

 また、先日開催された吹田市起業家交流会の実行委

員会でも、当然のことながらまったく同じ意見が出さ

れ、交流会のテーマも決定されています。 
 

答えは、ヒト・モノ・カネ 
 

・いい人が採用できない 

・社員が育たない 
 

・集客が難しい 

・作ったものが売れない 

・サービスが浸透しない 
 

・お金を借りられない 

・無駄にお金を使ってしまう 
 

 このように、企業の経営課題は、ヒト・モノ・カネ

に集約されるのではないでしょうか？ 

 
 

 

課題の解決のために！ 
 

 私たちは、専門家や社員の得手を活かして、起業家

が抱える課題の解決の支援が出来ればと考えています。 
 

 一人ではできないことも力を合わせる事で可能にな

る事が沢山あります。そこに障がいの有無は関係ない

と思っています。 

 この地域で協力しあって業績が上がる企業が増える

ことを期待しています。 
 

吹田市起業家交流会 
 

 次回は１１月２５日に阪急吹田駅前の吹田市文化会

館メイシアターにて「ヒト・モノ・カネ」をテーマに

開催されます。 
 

（今後の日程等詳しくは吹田市のHPをご覧ください） 

 
 

  

 

 

 

 

会場：江坂-起業家支援センター 

第70回座談会 
  ：11月10日（火）18：30～20：30 
  ：白井 淳平さん 
 
  ： 『信頼される人間になるには』 
      ～江坂での経験も踏まえて～ 
  ：3,000円（会員：2,000円） 
 
障がい者雇用を考える昼食会 

  ：11月25日（水）11：30～13：00 
  ：1,500円（会員：1,000円） 

 
第31回事業所見学会       

  ：11月10日（火）10：00～12：00 
 

就職のための基礎講座 
  ：11月12日（水）13：30～15：30 
  ：無料 
 

経営者の免許取得講座「カネ」の話① 
  ：11月  4日（水）18：30～20：30 
  ：3,000円 
 

経営者の免許取得講座「カネ」の話② 
  ：11月18日（水）18：30～20：30 
  ：3,000円 
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地域の企業・お店からのお知らせがあります 

高木家の 

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

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♪ 

  

「ヒト・モノ・カネ」の順番と得手を守って業績アップ！ 

 

 

 高１の長男が、学校を退学することにした。 
 

 軟式野球部と情報科のある高校を選択し、私学

に通っていたが、水が合わなかったのか、学校に

行けなくなってきた。 
 

 病院に行くと「自律神経失調症」だとか「起立

性調節障害」だとか、親の見立て通りに診断書を

書いてくれて「休ませなさい」と言われる。 
 

 学校を休むと単位が取れなくなるのがこの世の

定めで、留年するか転学するかの選択を迫られる。 
 

 自分を見つめなおす旅に出そうと和歌山に住む

母（ばあちゃん）に相談し、焼き鳥屋の父の跡で

も継げないかと思い、少しの期間預けた。 
 

 畑仕事をするにしても、虫が苦手・・・ 

 おまけに生の鳥は気持ち悪い・・・ 
 

 そんな折、島根に住む母の姉が亡くなり、母は

葬儀へ、長男はさっさと帰って来た。仕方がない

ので、２年後と１０年後の夢を聞いてみた。 
 

 ２年後「高校は卒業したいが留年はイヤ」 

 １０年後「ＩＴ系の会社で働いていたい」 
 

 来年の１月から「えさか就活未来塾」を開校す

るので、会社でバイトさせながら高卒認定試験を

受けさせて、就活の応援でもしてみるか・・・ 
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201 株式会社 江坂-起業家支援センター 
 

1階 江坂-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 

詳細・お申込みはホームページを 
ご覧ください！ 

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

  

 私は、いつも「経営は、ヒト・モノ・カネ」の順番

が大切ということをお話させていただいています。 
 

 簡単に言うと「ヒトを採用し、育てて」「いいモノ

（サービス）を提供し」「おカネ（売上・利益）を得

て」またヒトに戻るという循環です。 
 

 これが、逆になってしまうと「カネのためにまがい

モノを売る」とか「カネのためにヒトを切る」となっ

て事業は継続することができません。 
 

 人材採用、社員教育、マーケティング、商品企画、

集客や営業代行、融資や保険など、それぞれに専門家

がいるのです。社員教育の専門家が集客できるわけで

はありません。 
 

 ましてや経営者は、スーパーマンではありません。

自分の得手は守りつつ、専門的にやっている人、それ

が好きな人の協力は必要ではないかと考えます。 

 

 

 

 

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 

高木 学 

 

「えさか就活未来塾」はこちら！ 

 

 私は、経営指針（経営姿勢・経営理念・経営方針・

経営計画）が確立していないから、このような課題に

直面するのではないかと考えています。 

 NPO法人江坂-起業家支援ネットワークでは、このよ

うな課題を解決するために「経営者の免許取得講座」

を開催しましたが、今回は集客が弱く成功したとは言

えない状況です。専門家を自負していてもこのような

状況ですから、問題は深刻ですね。 

 
 

  

  
 

 

  



お問い合わせはこちらまで！ 
Tel  06-6190-9513   
Mail staff@esaka-esc.jp 

不安を解消し、業績アップへ！   
 

 「江坂 好き子」こと中園 好子さんのチラシを、先月号 

のニュースとご一緒にお届けしました。 
 

 すぐに反応があって、新たなご縁も生まれていますし

地域の企業のパンフレット等を収集し、業績アップのお 

手伝いができるような取り組みも進めています。 
 

 また、このチラシは、NPO法人江坂-起業家支援ネット

ワークの理事長や副理事長を紹介しており、将来の不安 

を解消するための無料相談のご案内もしています。 
 

 同ＮＰＯは、今月号の市報すいたにも、ワンストップ 

無料相談会のご案内を掲載しています。 
 

 起業や経営に関して、不安やお悩みのある方は、ご予 

約のうえ、お気軽にご相談ください。 
 

・11月27日（金） 10時～17時 

・11月28日（土） 10時～17時 

         詳細記事・次回ご参加はHPのフォームから！（http://www.esaka-esc.jp/） 

 コラムにて掲載しておりました「経営者の免許を取

得しよう！」は前回をもって終了しました。長らくご 

愛読いただきまして、誠にありがとうございました。 
 

 私の経営塾（免許取得講座）で学ばれた方は１００ 

名を超えており、実践されている方も増えています。 

 年明けより、実践されている会員の方に登場いただ

き、実践編として、リアルの交流会などとも連携して 

新しい内容でお送りいたしますのでご期待ください。 
 

NPO法人 江坂-起業家支援ネットワーク  

理事長 高木 学 

江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース 

お問い合わせ ０６－６１９０－９５１３ 株式会社 江坂-起業家支援センター 

2015年11月1日 

なぞなぞ！ カタカナ2文字が喧嘩しました、何と何でしょう？ 

先月号の答え：秋（IKA→AKI) 

来年は、指針の実践 

編集後記 
 

 7ヶ月前は記事の書き方もレイアウトの方法も全

くわかりませんでしたが「つながりニュース」の 

編集作業を通じて出来ることが増えました。 
 

 まだまだ、修行中ですがレイアウトにも挑戦さ 

せていただいております。 
 

 成長とは自分では気づかないうちにしているも 

のなのですね。        （担当：中野） 

 

 あっという間の7か月間でした。お見苦しいとこ

ろも多々ございましたが、手に取っていただいた 

方々には本当に感謝の念が絶えません。 
 

 次月号より新担当でお送りすることになります

が、これからも「江坂つながりニュース」をよろ 

しくお願いいたします。   （副担当：政田） 

融資について考える 

貸す人、借りる人、繋ぐ人 

新入社員紹介！ 現在定員の１５名 
 

 10月1日に嵩原さんが入社しました！ 
 

 13日には応根さん、20日には服部さんが入社し、これ

で定員の15名となりました。 
 

 今月号では、嵩原さんを紹介させていただきます。 

イベント報告 

 来年の1月12日より、他とは違う児童デイ

サービスを本格的に開始します。児童デイは、

小学生の学童保育の延長みたいなイメージが

ありましたが、私たちは、就職に特化した形

でやろうと考えていました。 
 

 障がいの有無に関係なく将来働くために必

要な考え方や知識を学ぶ場を提供できないか

と考え、教育・経営・福祉に詳しい高木が新

人スタッフの森下と共に準備を進めています。 
 

 

 11月25日に開催する「障がい者雇用を考

える昼食会」では、その森下が報告させてい

ただきます。 
 

 森下は、発達障がいを持つ子供たちを集め

た塾を経営した経験があり、児童デイや教育

の現場にかかわって来た「母」でもあります。 
 

 ぜひ、ご参加いただき話を聞いてください。 

昼食会の詳細や申し込みは、HPをご覧くだ

さい。          （担当：中野） 

 社員の働きぶりを見学いただいた後の感想報告には

担当した社員2名も参加し、A型事業所のあり方につい 

て、深く真剣な話し合いが行われました。 
 

 参加者からは「就職できない状況にある友人のお嬢

さんに是非紹介したいと思いました」などのご感想を

いただきました。         （担当：芦田） 

 

仕事の喜びとは、営業とは 

１年生社員に先輩からの助言 

「障がい」に目を向けず 

「できること」に目を向ける 

いつもと違う見学会 

   深く真剣な討論会！？ 

 参加者からは「いろんな視

点からお聞きすることができ

て良かった」などの感想をい 

ただきました。 

      （担当：中野） 

 12名の方にご参加いただきました今回のランチ会、

ゴトーたたみ製作所の後藤さんにコーディネーターを

務めていただきました。 
 

・仕事をしていて、一番喜びを感じるのは何か？ 

・営業経験のある人は自身の思う「営業」とは何か？ 

をテーマに意見交換を行いました。 

 今回は、高等支援学校の先

生や経営者の方にもご参加い 

ただきました。 

 高木は、参加の質問に答え

る形で設立の経緯と今後のビ 

ジョンを話しました。 

 融資に強い税理士、金谷修

司税理士事務所の金谷さんの

問題提起を受け、乾杯の後、

食事をしながら、様々な立場

から、ざっくばらんに座談を

行いました。 

  事務職での一般就労を目

指し、PCを使って入力作業

やHP更新などにかかわって 

いきたいです。 
 

 人と話をすることが好き

なので、今後みなさまとの

「つながり」を作っていき 

たいです。 
 

よろしくお願いいたします! 

えさか就活未来塾と障がい者雇用 

 最後に「社長の夢は何です

か？」との質問に、高木は個

人の夢と会社の夢を語りまし

た。 

        （担当：竹中） 

 参加者から「できない仕事を抱え込んでしまう。協

力し合う方法が知りたい」「退職してブランクが長い

自分が自信をもつには」などの質問があり「頭のネジ

が1本ないとしても、他は全部あるので、あるものを活

かそう。人との関係でも、できないことをするのでは

なく、各々ができることをすれば良い」と答えました。 

 金谷さんの、経営者の「人間性」が大切との話を受

けて、銀行の営業部の人からも数字や業績だけでなく

借り手の「誠実さ」を見ているという話も飛び出し、 

有利に融資を受けるには、銀行が貸したい人になるこ

とが大切なんだと学びました。   （担当：竹中） 


