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江坂の
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中華小皿酒家

ダオフー

中国の町並みにありそうなお店構えのダオフーさんに行っ
てきました。
店内はカウンター4席とテーブル34席。ランチは、日替り
ランチに加えて、麺セット、飯セット、満腹セットとメニュー
が豊富。
前菜三種も日替りで、今回は揚シュウマイ+いかフライ+
グリーンサラダでした。日替りランチのメイン料理は、鶏の
唐揚げの黒酢かけで、コクのある黒酢餡がとっても美味しく
鶏も柔らかジューシーでした。
満腹セットは、なんと日替りの麺と飯それぞれ1人前で
1,000円と格安のメニューです。
大食漢の方でも満足間違いなし。是非一度行ってみてくだ
さい。

住所▶〒564-0051 吹田市豊津町1-50 香川花園ハイツ1F
T E L▶ 0 6 - 6 3 8 5 - 9 9 6 4
ラ ン チ 11：30～14：00
（LO） ディナー 17：30～22：45
（LO）
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江坂企業協議会主催

2019年 新春のつどい
平成31年1月25日（金）新大阪江坂東急REIホテル ボールルーム

冒頭、山崎展代会員の司会により45年間
継続してきた本会の歩みと、本日の集いの

プレゼントされました。

趣旨のご案内があった後、45年の歩みが

その後、小川勉副会長による閉会の

映像で披露されました。その後、梶山高志

ご挨拶で恒例の締め言葉で結んでいただ

会長よりご挨拶がありました。

きました。

来賓の方々の紹介の後、後藤圭二市長、

ご参集いただきました皆様、設営準備

川本均市議会議長、衆議院議員渡嘉敷なおみ

いただいた理事役員の皆様、本当にあり

氏からの祝辞をいただきました。

がとうございました。

特に、お三方からは、「健康・医療のま
ちづくり」健都構想による産学官民連携に
よる医療イノベーション拠点となった吹田
市が、全国に先駆けて果たす役割がいかに
重要であるか、それに関連して当協議会や
会員に期待する様々なミッションや可能性
についても語っていただきました。
そして、玉城明委員長による新入会員の
紹介の後、瀧川紀征副会長による乾杯。
しばしの歓談の後のアトラクションは、
USJでゾンビダンサーとしても活躍してい
たマイケルジャクトン君の登場です。
マイケルジャクソンそっくりのTON君
ということで付いた芸名だそうですが、切
れ味の良いダンスに会場一同、大いに盛り
上がり、最後にはメンバーもステージに上
がって一緒にゾンビダンスを披露となりま
した。
最後は、恒例の江坂企業協賛お楽しみ
抽選会。ホテル宿泊券や食事チケット、加
湿器、果ては徳島のサツマイモなど数々
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のユニークなグッズが

第５4回 ボウリング大会
平成30年10月19日（金）フタバボウル

会員サービス委員会

石川

勝

昨年大好評だった飲食しながらのゲームに、今年も大盛り

上がりでした。こういう機会を通じて仲良くなれば、次の機

会にも話がはずみ、ひいてはビジネスにもつながっています。
会員サービス委員会では今後も会員交流が深まるイベント

を工夫していきますので、ご参加お待ちしております。
江坂企業の魅力！それは、人とのつながり。
委員会メンバー一同がんばります。

アドプトロードESAKA

花いっぱいプロジェクト

平成30年10月10日（水）江坂大池小学校

アドプトロード委員会

委員長

橋本徹也

江坂企業協議会より山村副会長以下8名が参

加し、小学校1年生の子どもたち約80名、保護
者の方約20名が、私たちが準備したパンジー
1,000株の苗、土、肥料を元気いっぱいパレット

に並べました。「皆さんの育てたパンジーで江

坂駅周辺をきれいにしましょう」と校長先生の

挨拶で始まり、今年からは、江坂大池小学校の
先生が進行役で行いました。予定通り植え付け

が終了した後、山村副会長から「植えたパンジー
を今日から育てていただいて江坂の街を美しく
しましょう。」と閉会の挨拶があり、整列した

子どもたちが、「ありがとうございました。」と

大きな声で挨拶をして、無事終了いたしました。
江坂大池小学校の1年生が育ててくれた花の

引き継ぎを平成30年12月12日（水）に行いました。
子どもたちから「よろしくお願いします。」との
元気な声で挨拶し、トラックに花を載せてくれ
ました。今その花は、江坂周辺プランターに植
えられています。
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第3回 ESAKA エスコタウンミュージックナイト2018
平成30年9月13日（木）新大阪江坂東急REIホテル ボールルーム

催事委員会

石井博章

株式会社 エ ー . エ イ チ . エ ヌ
〒564-0063 吹田市江坂町2-1-43 KYUHO江坂ビル4F
TEL. 06-6384-1944

ホテルでの美味しい料理と質の高い音楽

を楽しんでいただこうということで、今年
で3回目の開催となりました。日頃、仕事

弊社は、『企業・労働組合・一般団体様』『学校・教

で忙しい江坂企業協議会に所属する社員の

育関係様』の宿泊・研修・日帰り行事などの施設を手
配する専門の旅行会社です。約40年の経験より、全国

方が170名集まり会場は早い時間から満席

各所の施設をご案内致します。
又、滋賀県高島市にセミナーハウス「アクティプラザ
琵琶」を運営しております。企業研修・勉強合宿・ス
ポーツ合宿等、最適な空間と理想的な環境を提供する
セミナーハウスです。
お客様に寄り添いプランニングから実施サポートまで、
様々なご要望にお応えしております。企業担当者様、
利用される社員の方々、施設の方、そして自らも楽し
み、一つの旅を成功に導くための会社です。

で埋まりました。

当日は17時30分に開場したあと、軽く

飲食をされながら17時55分に演奏が開始
しました。olaloaさんの歌と演奏で始ま
り、食事の方も様子を見ながらの追加をし

ていきました。トルネードボンバーさん、
BACKWOODS MOUNTAINEERSさん
と続き、AQUA Bros Orchestraさんの
演奏が終わり終了したのは21時でした。

曲は沖縄の歌からジャズ、カントリーウ
エスタンミュージックと目をつぶって曲を
聴くとそれだけで世界を旅しているような
感覚になりました。また、知っている曲も
多く楽しむことができました。

最後になりますが、お手伝いいただいた

キャットミュージックカレッジ専門学校の

皆様、司会進行をされた大日電子の山崎
展代さんはじめ、催事委員会の方、当日ご
出席いただいたたくさんの会員の方にお礼
申し上げます。

（出演グループ）

olaloa、AQUA Bros Orchestra、

BACKWOODS MOUNTAINEERS、
トルネードボンバー
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新入会員紹介

第一実業ビスウィル株式会社
〒564-0054 吹田市芳野町14-26

TEL. 06-6378-6115

当社は1971年の創業以来、外観検査システムの開発・
製造・販売・保守を行っています。特に、製薬業界に
おける錠剤やカプセルの分野では、老舗メーカーとし
て時代のニーズに合わせた外観検査システムを提供し
続けており、トップシェアを維持しています。また、電
子部品業界におけるチップコンデンサなどの分野でも、
当社のシステムを国内外のお客様にご愛用いただいて
おります。
今後も、高性能のシステムを常に追い求め、「世界一

の検査システム総合メーカー」を目指し、お客様にご
満足していただける商品の開発にチャレンジしてまい
ります。江坂の発展のために微力ながら貢献できれば
と考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。
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新入会員紹介
スタジオフォーシー
〒564-0054 吹田市芳野町1６－1

TEL. 06-6170-4205

はじめまして。
芳野町で写真スタジオをしております

スタジオフォーシーです。
2018年7月に心斎橋より移転して

参りました。
当店は新生児から成人式まで、お

子様を中心に撮影している営業写真
スタジオです。
スタジオは一棟貸切のガラス張り
のお洒落な建物で、こだわり抜いた
インテリア、オシャレな撮影衣装も
取り揃えております。
お客様からもご支援いただき、京
都、神戸、奈良など遠方からもご来店
いただいております。
20年以上写真業界にたずさわり、パリコレなども撮影してきました。
「ありのままの一瞬を一枚に」をコンセプトに、皆様の大切な記念日のお写真を残す
お手伝いをさせていただいております。
今後とも地域に根付き、地域社会に貢献していく所存ですので、よろしくお願い致します。

平成31年度 第1回

クリーンデイ 2月1日（金）

当日は寒い中、会員企業の社長様・社員の皆様・吹田

市議会議員・地域銀行の方々、吹田西ロータリークラブ

10分程
度の参
加でも
結構で
大勢の
す。
ご参加
を
お待ち
してお
ります
。

など約150名の大勢の参加をいただき誠にありがとうござ
いました。


（環境整備委員会

紙谷幸弘）

次回開催日時▶平成31年4月1日
（月）午前7時30分～
編
集
後
記
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インフルエンザで江坂企業協議会の総会が取りやめとなったことがありました。１０年
前のことですね。１０年一昔、あっという間に過ぎていきます。今年もインフルエンザ
が猛威を振るいましたが、皆さんは大丈夫でしたか？
いま、はしかの流行が特に大阪では懸念されていますね。うがい、手洗い、マスク、で
きる予防に努めましょう。風はまだ冷たいですが、春の息吹を感じる頃となりました。

●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」

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/

