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30年、31年度理事（順不同）
アサヒビール㈱ 吹田工場、
阿部住宅設備機器㈱、青木歯科医院、
東会計事務所、

蒼龍会 井上病院、

㈱池田泉州銀行 江坂支店、㈱石川工務店、
家村商事㈱、㈱エフアンドエム、大枝印刷㈱、
㈻大阪創都学園、大阪北部ヤクルト販売㈱、
荻田会計事務所、㈱河﨑ユニフォーム、
関西明装㈱、関西アーバン銀行 江坂支店、

本年は、講演を後藤圭二吹田市長にお願

いしました。

大変、興味深い内容を多岐にわたって

お話くださいました。

なお、吹田市長の講演の概要は次のペー

ジに記しています。

総会閉会の後、場所を異動し、6時より、

懇親会となりました。

来賓の方々をはじめとして多数のご参加

を賜り、楽しいひと時を過ごすことができ

北おおさか信用金庫 江坂支店、㈱ケンセイ、
サニーストンホテル、㈱サンリバー、
㈱三野商店、㈱新大阪江坂東急 REI ホテル、
泉州電業㈱、㈱ダスキン、㈱大久、
㈱大日電子、大日本住友製薬㈱総合研究所、
㈱東急ハンズ 江坂支店、豊田産業㈱、
㈲豊幸商事、㈱バリューネットワーク、
芳賀電機㈱、㈱橋本測地設計事務所、
㈱ビケンテクノ、みずほ銀行 江坂支店、
三菱 UFJ 銀行 江坂支店、株モリタ、
㈱りそな銀行 江坂支店、㈱リバフォール、
淀川ヒューテック㈱

以上 40 社

ました。

ご協力いただきました皆様に心より、お礼

平成30年度の江坂企業協議会総会が平成

申し上げます。

30年5月29日、午後4時20分より4時50分
まで、サニーストンホテル会議室で開催さ

懇親会

れました。
今年度は、理事の任期満了に伴う改選時
期に当たり、この総会に先立って理事選挙

ました。また、各皆様理事についてもその

が行われました。

就任を承諾いただきました。

江坂企業協議会では、会則による40社の
理事を選出しております。
今年度の理事は、右記の方が選挙及び推
薦により選任され、総会において承認され
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総会は、29年、事業報告、収支決算報告、
監査報告、理事役員承認、続いて、30年、
事業計画案、及び収支予算案がそれぞれ審
議、承認されました。
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平成30年（2018年）5月29日 開催
江坂企業協議会総会講演（要旨）

吹田市トップランナーシティ戦略
吹田市長

後 藤

私は吹田市片山町に生まれ、1980年、吹

が、来年には国立循環器病研究センターが

田市役所に入庁しました。これまで幾度も

オープンします。国立健康・栄養研究所も

人生の転機がありましたが、市長選に出馬

東京から移転するなど、さらなる医療関連

したことが一番大きな決断でした。市政運

施設の集積が進んでいます。

営や議会、地域への対応などが市長の主な

先輩方から引き継いできた高質で品格の

仕事です。現在、就任して3年が過ぎます

あるまちづくりをさらに進め、次世代へつ

が、市長というのは行政のトップであると

なぐことが私の仕事だと思っています。

同時に市の顔であると思っています。
全国的に人口減少が社会問題となる中、
吹田市はここ数年、人口が増えています。
本市は、江坂地域に代表されるように、

一方で、今後の自治体のあり方を考えた
時、市域という近視眼的な捉え方では、持
続可能なまちづくりはできないと考えてい
ます。ここからは問題提起ですが、自治体

交通利便性に優れています。市内に15もの

間競争に注力するより、文化の似ている北

駅があり、大阪市などの就労エリアへのア

摂全体で連携協力する「北摂文化圏ブラン

クセスが容易です。来年には南吹田におお

ディング戦略」が、これから必要なのでは

さか東線の新駅が開業予定であり、本市の

ないでしょうか。

新たな玄関口となることを期待しています。

すでに消防の分野では、吹田市と摂津市

都会でありながら、みどりや公園が豊か

で指令センターの共同運用を開始していま

なことも、住宅地として人気の一因となっ

す。自治体が担う大半の業務において、各

ています。

市間で連携協力が可能なのではないかと思

国立民族学博物館を含む6つの大学や理
化学研究所、大阪大学附属病院など、多く

います。
そして、その戦略を牽引することこそ、

の医療・研究機関が立地しているのも特徴

トップランナーシティである本市の責任だ

です。健康・医療のまちづくりを進める岸

と考えています。

辺駅前の健都では、今年の12月に市民病院
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圭 二

クリーンデイ
環境整備委員長

紙谷

幸弘

平成３０年３月１日（木）・６月１日（金）の
２日間 午前７時３０分よりクリーンデイを
開催いたしました。

３月１日には後藤市長も駆けつけていた

だき共に江坂周辺地域の美化活動に参加い
ただきました。
また６月１日には「路上喫煙禁止啓発活
動」の一環として出
席者全員にテッシュ
を配布いたしました。
江坂企業協議会加
盟の各企業の社員の
ご協力よろしくお願い申し上げます

皆さん、大阪創都学園の生徒３０名の皆さん、
吹田西ロータリークラブの皆さん等２日間
で約４００名の方々にご参加いただきました。
江坂駅周辺地区は環境美化
推進重点地区に指定されて
います。「歩きたばことた
ばこのポイ捨ては絶対禁止」
です。
次回クリーンデイは、平成３０年１０月１日
平成３１年２月１日

新入会員紹介
株式会社 U K エンジニアリング
〒564-0023 吹田市日の出町２６－６３

TEL. 06-4861-1111

企業会員の皆様、お世話になります。株式会社 UK
エンジニアリング 代表取締役 河野です。弊社は、
空調設備・衛生設備・消防設備の点検等を中心とし
た機械設備メンテナンスサービスの会社です。また、
技術設備員の人材派遣業にも積極的に取り組んでお
り、大阪府下を中心に事業展開しております。

『信念の力』をコーポレーションスローガンに、質
の高いメンテナンスサービスを提供し快適な空間を
創造することで、皆様に愛される企業を目指してま
いります。
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ESAKA
エスコタウン
ミュージックナイト
2018
会員サービス委員長


石井

博章

今年も9月13日（木）17：30～21：00で

ミュージックナイトの実施を予定してい

江坂の
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昼時

ごはん時

明石八


あかしや

昼から一杯飲もうかな、そんな誘惑にか
られます。ワンコインで、お昼の定食が楽し
めます。活気のある、店内、意外と女性の

ます。場所は、新大阪江坂東急REIホテ

お客さんも多い。

フェスタイルでのお食事、お酒等はフード

れ 500円、御造り定食 540円、さば味噌煮

ル 3F 宴会場ボールルームです。ビュッ
ドリンクサービスです。

料金は、江坂企業協議会会員 2,500円、

一般 5,000円です。楽しい音楽の催しを企
画しています。多くの皆様が、見に来てい
ただき、盛り上げてください。

からあげ定食、チキンカツ定食はそれぞ

認証番号0000296

定食 540円などなど。がっつりと言う人に
は牛のハラミ定食 980円、黒毛和牛サーロ
インステーキ定食 1,380円などというのもあ
ります。ご飯、味噌汁のお代わりもできます。
懐がさみしくても、美味しくお腹を満たせま
す。今日は、さば味噌煮定食を美味しくい
ただきました。
場所は江坂のグウビル1F。江坂駅南口を
出て東側を少し北に行ったところ。
置いてある日本酒、焼酎も手に入りにくい

●精肉テナント事業「肉の雅屋」
●青果テナント事業「青果雅屋」
●飲食事業「鶴兆別館」
「肉バル オーガス」
●介護事業「安寿の杜」「ハッピーテラス」
「ディーキャリア」
●ＦＣ事業「カーブス」「ゴルフパートナー」

ものもあり、飲みにも来たいなと思わせると
ころです。何があるかは店に行ってのお楽し
み。

明石八（あかしや）

お問い合わせ先は、

江坂企業協議会

編
集
後
記
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TEL 06-6380-0241

住所:吹田市江坂町1-23-37 
グウビル1F
T E L:06-6387-8602

きちっと熱中症対策をしなければならないほどの夏になってしまいました。
でも、季節は移り変わっていきます。
日が短くなってきましたね。ちょっと寂しい気がしますね。
残暑が早めに去って、実りの秋になる、もうすぐですよ。

江坂ゴルフセンター
江坂テニスセンター
江坂ベースボールセンター
中国料理 翠 園
レストラン ル・ジャルダン

https://www.amenity-esaka.com/

