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風薫るさわやかな季節となりました！

株式会社江坂-起業家支援センター
ＴＥＬ
ＷＥＢ

４月３日に、
第５期経営指針発表会を開催しました。
「自立センターえさか」の
開設に伴い、新しい支援
者 が 増 え た こ と も あ り、
会 社 の 沿 革 か ら 確 認 し、
理念と10年ビジョンにつ
いて話を進めました。

にて

10年 ビ ジ ョ ン の 構 成 は、
地域の状況や障がい者を
めぐる情勢の分析をもと
に会社の果たす役割や事
業展開、社員の構成と収
支状況をまとめることに
して、今後もじっくり議
論を進めていくことにしています。
また、方針の骨子は、体制の確立から始まって、利用者の
確保と教育をメインに起業家支援も具体的に取り組み、収
益性を向上することとしました。
48社の会員さんを目的別に管理し、満足度アップを図りま
す。座談会についても1,000人を超えた段階で見直しを図
りたいと考えています。
情報発信やポータルサイトの運営も見直し、より地域で必
要とされる企業を目指したいと思いますので、今後ともよ
ろしくお願いします。

06-6190-6513
http://www.esaka-esc.jp/

第86回座談会のお知らせ
日

江坂公園
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2017年5月24日
（水）18:30～21:00
『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～』
株式会社リブランドマネジメント
代表取締役 福家 孝さん

福家さんは建設会社での経験を活かし、
現在のリブランドマネジメントを設立し
ました。
「ここにしかない空間をかたちに」
をコンセプトとして、事業を行っていらっ
しゃいます。
社員採用や教育を通じて、会社の方針や方向性などを共有
することが大切だと思われています。社員を採用したとし
ても、お互いが描いていたものと違い、辞めてしまうこと
も少なくありません。双方の考え方の食い違いで辞めてし
まわないためには、社員の適材適所の配置を心がけ、会社
が目指す方向を手伝ってもらうスタンスは外せないものと
なります。
そこで、社員採用や教育について情報共有をし、ご一緒に
悩みを解決しませんか？
右の QR コードからお申込み可能です！
（こくちーずを利用しています）
※キャンセルは前日までにお願いします。

ご確認・ご変更よろしくお願いいたします。

電話番号 変更のお知らせ

事業所のレイアウト変更

▼事務支援・広報支援・無料相談など
株式会社 江坂 - 起業家支援センターへのお問い合わせ
【法人本部】
TEL 06-6190-6513
受付時間 9：00 ～ 18：00（土日祝除く）

▼自立訓練
（生活訓練）
へのお問い合わせ
【自立訓練
（生活訓練）
事業所 自立センターえさか】
TEL 06-6190-5413
受付時間 9：30 ～ 16：30（土日祝除く）

相談室
会議
スペース

×
応接
スペース

コーポラティブ
オフィス

←（裏口側）豊津第一小学校

就労継続支援
Ａ型事業所

受付

▼就労継続支援Ａ型事業所へのお問い合わせ
【就労継続支援Ａ型事業所 江坂 - 起業家支援センター】
TEL 06-6190-9513
受付時間 9：00 ～ 18：00（土日祝除く）

法人本部

（正面側）江坂公園、グルメシティ→

Ａ型事業所とコーポラティブオフィスの間にパーテー
ションを配置したため、行き来できなくなりました。
（※セミナールームがなくなりました。）

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。

高校生になった長女が、合気道部に入るという。
「絶対止めてくれ」と長男が言っても聞かない。
次男も反対、次女に至っては「殺される」と怖がって
いる。
小学校１年から６年まで野球をして、中学校ではソ
フトボールを３年がんばってきた。高校で、
ソフトボー
ル部と合気道部を体験して、合気道に目覚めたのか。

会場：江坂-起業家支援センター
【第86回座談会】
日 時：５月24日（水）18:30～21:00
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

４月開催が延期となりました。ぜひご参加ください！

【第49回 事業所見学会】
日

事業所見学会は上記日程以外にも随時行っております。
お気軽にお問い合わせください！（TEL06-6190-9513）

私も中学時代に２年ほど合気道をやっていたので、
縁がないわけではないが、ソフトボールの方が面白い
と思う。
妻とも話をしていたんだが、合気道部で筋が良いと
言われて、気を良くしているし、
実際向いているかも知れないと
思う。
一瞬の瞬発力と怪力が持ち味
の長女。ソフトボールだと遠く
に飛ばすここと強肩が売りだっ
た。合気道でも相手を遠くに投
げ飛ばすかもしれない。

時：５月10日（月）10：00～12：00（毎月開催）

【社会人基礎力講座】
日

時：５月13日（土）・27日（土）10：00～12：00
（13日：働きかけ力、27日：実行力）

【第49回 就職のための基礎講座】
日

時：５月17日（水）13：00～15：00 (毎月開催)
※会場を「自立センターえさか」に変更いたします。
場所等はWebサイトでご確認ください。

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/）

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？
５月といえば GW ！リフレッシュできましたか？？
事業所内は、少しずつ綺麗になってきました！でもそれは
……奥の法人本部に荷物が全て押し込められているからな
んです。
法人本部内が綺麗になるのはいつなんでしょう…。
社長、お片付け頑張ってください…！（M）

至 千里中央
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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 ☆part10☆
星光メンテナンス株式会社

代表取締役

福本 アユ子さん

事 業 内 容：総合警備保障に関する事業
会社の特徴：創立以来、近隣周辺をはじめ
とする関西地域の安全、安心と地域貢献を
モットーに信頼を積み重ね、警備業務・ビ
スメンテナンス、セキュリティコンサルテ
ィング事業を行ってまいりました。

株式会社ステップ

代表取締役社長

事 業 内 容：宝飾陳列ケースなどの什器の
レンタル及び企画・製作・メ
ンテナンス
会社の特徴：長年の経験で培ってきた独自の
企画制作で、同業他社にはない、ハイグレード
で、魅せる商品を市場に提供しております。

株式会社大阪国際ITスタジオ

代表取締役

秋澤 由樹さん

事 業 内 容：・ITコンサルティング事業
会社の特徴：「世界のIT技術者のための
工房を創造する」我々は、人種・国境・性
別を越えて、世界のあらゆるIT技術者が
集うことができる工房の創造を目指します。

佐伯 周さん

Twin Reverb

岡村 泰裕さん

事 業 内 容：カフェ＆ライブバー、ミュー
ジックライブクラブハウスの
運営
会社の特徴：「音楽を通してライフスタイ
ルをデザインしてみる！」をテーマにオー
プンいたしました。
（▲プロフィールシートから抜粋）

