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事業所の引越し・模様替えをしました！
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06-6190-9513
http://www.esaka-esc.jp/

開設から５年目に入りました！
株式会社 江坂-起業家支援センターとして活動を開始し
４年が経過しました。この間、支えていただいた皆さまに
感謝いたします。
起業家支援をメインの業務として行うとともに、ご承知
の通り、障がい者を雇用する「就労継続支援Ａ型事業所」
として、障がい福祉サービスを始めました。試行錯誤の連
続で毎年、厳しい運営を続けて来ましたが、なんとか収支
もとんとんの状況になりました。
これまで、50人に及ぶ障がいをお持ちの方や「うつ」や
発達障がいで社会に適応しにくい方を雇用し、一般就職が
できるよう業務を通じて支援を行ってきました。およそ３
分の１の利用者が卒業して、次の世界に羽ばたきましたが、
継続した利用ができない方も少なくありませんでした。
また、前向きに頑張っている社員を見て、利用すること
に対して自信が持てない人も多く、採用しようとしても辞
退されてしまうケースもありました。このような経験を踏
まえて、
Ａ型事業所を利用する前に段階的な支援が必要と
の思いを持つようになり、この４月から自立訓練を行う
「自立センターえさか」の開設に踏み切りました。
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対して、キャリアコンサルタントやメ
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自立訓練を経て、仕事をする気にな
れば、
Ａ型事業所は在宅でも利用が可能
ですので、そちらからステップアップ
できます。
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新大阪江坂
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東急ハンズ
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松屋 ●

内環状線

御堂筋線 江坂駅
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出口をさがす あなたに

自立センターえさかの特徴
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ホームページを
リニューアルしました！
江坂-起業家支援センターの
ホームページをリニューアル
しました！

（スマホ表示にも対応しました！）

これからも色んな情報を更新し
ていきますので、是非のぞいて
みてくださいっ！

ＮＰＯ法人を解散し、株式会社に統合
江坂-起業家支援ネットワークの活動
ＮＰＯ法人 江坂-起業家支援ネットワークが５年の活動
に終止符を打つことになりました。
コーポラティブオフィスを運営する前から活動を開始し
起業家支援と就職支援を行ってきましたが、会員それぞれ
に活躍の場があり、株式会社 江坂-起業家支援センターの
活動と重複するため、解散のはこびとなりました。
主な活動としては、有料セミナーの企画運営と並行して
起業家の無料相談を毎年30人ほど受けていました。私の行
う無料相談（月・水・金の午後）は、変更ありませんので、
今まで通り気軽に相談していただけたらと思います。
今後も起業家を支援したい士業やコンサルタントの連携
は続けますし、起業家支援ネットワークの名前は残しつつ
運営法人を変更する形で続けていきたいと思います。また
起業家を支援いただける会員さんの紹介にも力を入れてい
きたいと考えています。

ご参加

！
お待ちしています

障がい者雇用を
考える会

中小企業の経営者と社員、障がいを持っ
ている人や支援者など、さまざまな立場
から障がい者雇用について意見を出し合
い、理解を深めていく会です。
次回は、キャリアコンサルタント・臨床発
達心理士で非常勤職員として私たちの会社のお手伝い
をいただく田中さんに問題提起をお願いしています。

イベントスケジュール

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

長女が今日から第一志望の高校生になる。
受験勉強の遅れから、私立２つと公立の受験までに
勉強が追い付かなかった。それでも何とかやりようは
あるもので、最近の高校受験は、敗者復活戦が用意さ
れている。
長女の特徴は「運が強い」
。
私立で練習して、本番の公立で力が発揮できるよう
準備をしてきたが、そもそも力が足りていない。
父としてのアドバイスは、２つ。
１．数学は捨てること
２．アドミッションポリシーに沿った自己申告書
過去問をやっても、数学が全くできない。国語が得
意なのだからそれで頑張れば良いが、英語も苦手だ。
そうなると社会と理科で点数を稼ぐしかない。

会場：江坂-起業家支援センター
【第86回座談会】
日 時：４月12日（水）18:30～20:30
問 題：株式会社リブランドマネジメント
提起者 代表取締役 福家 孝さん
テーマ：社員教育のあり方

～採用した後も長く続けてもらえるように～

参加費：3,000円（会員は2,000円）・食事付き

【第20回 障がい者雇用を考える会】
日 時：４月26日（水）18:30～21:00（20時から懇親会）
発表者：キャリア コンサルタント・臨床発達心理士
田中 嘉明さん
参加費：2,000円（会員は1,500円）・軽食付き
養護学校での教員経験をもとに考える「発達障がい者の
就職」についてお話しいただきます。

【第48回 事業所見学会】
日

時：４月10日（月）10：00～12：00 (毎月開催）

【第49回 就職のための基礎講座】
日

時：４月17日（月）10：00～12：00 (毎月開催)

【社会人基礎力講座 主体性】

合格ラインを下まわっても、得意な国語を生かした
自己申告書がある。そこに賭けるしかない。

日

結果は、数学が難しくて、試験中に過呼吸になる子
や泣き出す子が出たらしい。
うちは捨ててて良かった。

各イベントの詳細や次回ご参加、その他お知らせは
小学校
HPをご覧ください！（http://www.esaka-esc.jp/）

時：４月８日（土）10：00～12：00

江坂‑起業家支援センターまでの道のり
御堂筋線

江坂駅

至 梅田

皆さま、お元気でお過ごしでしょうか？少しずつ春を感じ
るようになってきましたね（主に鼻のムズムズで…）
。
江坂-起業家支援センターは、
「自立センター」の立ち上げ、
事業所の模様替え等で３月はバタバタでした。
レイアウトがガラッと変わった事業所に、ぜひ遊びにきて
ください！お待ちしております。
（M）

至 千里中央

編集後記

●郵便局

三菱東京
UFJ銀行 ●
①番出口
●大同生命
ビル
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江坂公園

会員企業紹介 江坂-大阪どっとＪＰならびに江坂-起業家支援センターの会員企業紹介 ☆part9☆
株式会社ブックサプライ

代表取締役 薮田 真吾さん

事 業 内 容：古本屋の小売、卸売
会社の特徴：障がい者雇用のための仕事の
提供に力を入れています。就労継続支援A
型事業「ほんのきもち」と連携して総合的
に支援いたします。

エムダブ株式会社

代表 森岡 昇馬さん

事 業 内 容：Webサイト構築・運営、
その他インターネットに
関連する事業
会社の特徴：オーダーメイドで中小企業の
キラッとした強み、魅力を表現するホーム
ページを作成させていただいております。

株式会社HIROTEC

代表取締役 安田 博史さん

事 業 内 容：軽天ボード工事
会社の特徴：ヒロテックでは「日本一の軽
天ボード会社」を目指す企業として、様々
な社内行事を企画し、全体の活性化と交流
の場を設けています。
社会福祉法人コミュニティキャンパス 副理事長

高岡 善弘さん

事 業 内 容：障がいを持っている方の生活
介護と就労支援
会社の特徴：当事者が「生活」「学習」「就
労」といった、段階を踏んだ成長ができま
す。精神・身体・知的3障がいの受け入れ
ができることも強みです。
（▲プロフィールシートから抜粋）

