住 み よい 地 域 は 連 帯 の 輪 か ら
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会長挨拶

ます。全国のフランチャイズ加盟店の多くは事業

輝治

を営むその地域で生まれ育ったスタッフが、地

この度、令和2年7月8日に

元・地域に根づいた商いを続けており、また加盟

開 催 さ れ ま し た 理 事 会 におい

店は地元の社会貢献活動にも積極的に取り組んで

て、江坂企業協議会の会長に選

おります。

会

長

山村

フランチャイズ・システムで全国に展開しており

任されました。

私たち、ダスキン本部は創業以来、江坂の地で

江坂企業協議会には、株式会社ダスキンから
初代会長に鈴木清一（ダスキン創業者）が、また

企業活動を行っており、いわばダスキンにとって
の “地元” で活動させていただいております。

5代会長を駒井茂春（当時の社長）がさせていた

これからも地域住民、行政、各種団体、各企業

だき、この度私がお役を務めさせていただくこと

の皆様方のお力添えをいただきながら江坂地域の

に、身の引き締まる思いです。

発展に貢献できますように、精一杯の努力を重ね

当社は清掃・衛生用品のレンタル事業やミス
タードーナツをはじめとしたさまざまな事業を

てまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い
します。

副会長挨拶
副会長

橋本

徹也

石井

博章

当時、西南吹田企業協議会

江坂企業協議会のできる少し

山出敬二会長より、「橋本君は

前の昭和₅0年頃、江坂は交通の

一番若いから、親睦委員会で頑

便の良いことで大企業も進出し

張ってほしい」といわれ、委員

「大阪の副都心」と言われてい

長を拝命いたしました。超ベテランの山口材木店

ました。一方、副都心と言われながらも、普通に

の山口機応治様が副委員長についていただき、事

食事をする所も買い物する所も少ない街でした。

業の設営・運営方法、会員に対する気配りなど教

しかし、江坂企業協議会の諸先輩の「街を良くし

わりました。その後、環境整備委員会、アドプト

よう、きれいな街にしよう」という運動もあり、

ロード委員会を担当させていただき、楽しく活動

江坂は人気の街になりました。私は、諸先輩の行

をさせていただきました。気が付くと30年が過ぎ

動を引き継ぎより良い江坂の街づくりに頑張りた

ていました。新たな役割も、その時の気持ちを忘

いと思います。

れず、楽しく活動をしていきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
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総会・理事会報告
謹啓

会

盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び

申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
さて、去る5月31日、書面による総会開催後、
新年度理事による理事会が7月8日に開催され、
右記の通り新役員が決定いたしました。
前任の梶山高志会長を引継ぎ、微力ながら企業

令和２−３年度
会

長

江坂企業協議会役員
輝治）

名誉会長

株式会社ビケンテクノ
（梶山

高志）

顧

問

株式会社リバフォール
（瀧川

紀征）

副 会 長

サニーストンホテル （石井

博章）

株式会社サンリバー （村尾

孝之）

株式会社ダスキン

株式会社橋本測地設計事務所

る所存ですので、今後とも変わらぬご理解ご協力

（橋本

賜りますようお願い申し上げます。

総務理事

活動にご参加頂きたく、ご希望の委員会への所属

（小川

勉）

大枝印刷株式会社

（大枝

正人）

株式会社ケンセイ

（富永

明）

株式会社河﨑ユニフォーム

をお願いするものです。
つきましては、ご希望の委員会をお申し出頂き
ますよう、お願い申し上げます。ご登録頂きまし
たら、委員長から、今後の活動について、ご案内

徹也）

淀川ヒューテック株式会社

また、新年度開始にあたり、理事の委員会配属
ご興味のある委員会に是非とも所属頂き、協議会

輝治

（山村

市民として、皆様と共に地域の発展に尽くして参

が確定しました。会員の皆様におかれましても、

山村

長

会計理事

荻田会計事務所

（河﨑

浩一）

（荻田

倫也）

関西みらい銀行江坂支店

させて頂きますので、よろしくお願い申し上げま

（北橋

す。

介
紹
会
員
委

❖ 総務委員会

委員長

大枝

雅之）

正人

地下鉄江坂駅南改札口新設促進

❖ 会計委員会

委員長

荻田

倫也

東委員長の後任として、会計委
員会委員長を拝命いたしました。
東秀夫委員長は、江坂企業協議
会の会計業務を長年にわたって
行ってこられました。
そのご苦労に敬意を表するとと
もに、謝意を表します。
引き続き、適正な会計の運営に努めてまいりま
す。

期成会が本会のルーツです。日本
が急成長していた昭和₄₉年、当地
区には、江坂駅ができたものの、
北側にしか改札口がなく、地域の
企業・市民は不便を感じていました。その地域の
問題を企業団体として取り組み、解決してきたの
が、本協議会で、当時会長の鈴木清一氏（㈱ダス
キン社長）をリーダーに、山出敬二氏（アーキヤ
マデ㈱社長）、梶山高志氏（㈱ビケンテクノ社長）、
瀧川紀征氏（㈱リバフォール社長）を始め多くの
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先人達が実行部隊として随分と活躍されたとお聞

いた事もあります。今後も、音楽祭や協議会の活

きしています。地域の問題を見つけ、これに真剣

動を通して、江坂の企業の皆さんが親睦を深め、

に取り組んで問題解決をしていく、この繰り返し

江坂がより明るく楽しい場所になり、人が集まる

が江坂企業の歴史です。過去活躍された方がだん
だん少なくなってきた今、江坂企業のよきルーツ
を伝え、継承していくことが務めと思っています。

❖ 広報委員会

委員長

青木

建雄

江坂企業協議会の会報誌
「ESAKA WIND」は年2回（8

街にしたいと思っています。
催事委員会には個性豊かな方がたくさん居られ
ますので、皆さんのお力を借りながら、楽しく運
営して行きたいと思います。どうぞよろしくお願
い致します。

❖ 環境整備委員会

月・2月）発行されます。その編

委員長

紙谷

幸弘

平素より江坂周辺の美化活動に

集に携わっているのが当委員会で

ご協力いただき有り難うございま

す。

す。

8月号は総会を中心に、そして
2月号は新春の集いを中心に、それぞれ各種催事

令和2年度、第1回目（5月1

の報告や新入会員紹介、グルメ情報の記事など、

日）・第2回目（7月1日）のク

掲載内容は盛りだくさんです。

リーンデイは新型コロナウイルス感染予防対策を

編集会議はその発行にあわせ、お昼ご飯を食べ

とり、中止とさせていただきました。

ながらの和気あいあいとした雰囲気で開かれます。

その中で毎年恒例の吹田市環境表彰 被表彰候補

総勢4名の仲良し委員会。是非ご一緒しましょう。

者に江坂企業協議会より徳島大正銀行江坂支店様

楽しいですよ！

❖ 交通対策委員会

と三菱UFJ銀行江坂支店様を推薦させていただき
委員長

毛利征一郎

今年もよろしくお願いします。

ました。毎回のクリーンデイには大勢の社員の
方々が参加いただき、美化意識を持ち率先した活
動を実践していただきました。引き続き宜しくお
願いいたします。
また江坂駅周辺区域は、たばこ喫煙禁止区域と
なっております。たばこのポイ捨て・歩きたばこ
等は禁止させていただいております。協議会会員

❖ 催事委員会

委員長

この度、催事委員長を拝命いた
しました、株式会社大日電子の
杦本日出夫です。
催事委員会は、主に秋に開催す
る音楽祭運営を担当しており、私
が所属するバンドが出演させて頂
3

杦本日出夫

の皆様のなお一層のご協力を宜しくお願い申し上
げます。
次回、クリーンデイは令和2年10月1日となり
ます。

❖ アドプトロード委員会

委員長

紙谷

幸弘

平素より江坂周辺のアドプト活動にご協力いた
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❖ 会員サービス委員会

だき誠に有り難うございます。
今年度より環境整備委員会・アドプトロード委

委員長

大

会員サービス委員長を務めるこ

員会を兼任させていただくこととなりました。主

とになりました株式会社エフアン

に江坂駅周辺の道路沿いに設置していますプラン

ドエムの森山と申します。

ターの整備及び江坂大池小学校1年生対象の出前

森山

弊社は創業以来、この江坂の地

授業「花いっぱいプロジェクト」（種うえ）（収穫）

で、江坂の街や江坂企業協議会

の実施を予定いたしております。

会員企業様とともに歩み、今年の7月に30周年を

私たちの説明を一生懸命に聞き、砂まみれにな

迎えました。今後も会員サービス委員会の皆様と

りながら、小さなプランターに種を植えるこども

ともに、微力ながら江坂の発展に貢献してまいり

達を見て、毎年やりがいを感じております。

たく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げ

協議会会員の皆様方にも一度参加していただけ
ればと思います。

❖ 献血委員会

❖ 地域防災委員会
委員長

田中

祥裕

月の豪雨による熊本県球磨川の氾濫に始まり、山

新型コロナウイルスの感染は続
いていますが、医療機関では手術などが再開され
て血液の需要が高まっているとのことです。微力
ではございますが、当委員会のメンバー企業の皆
さまと力を合わせて献血活動のお役に立てるよう、
尽力したいと思います。会員企業の皆さまのご協
力をよろしくお願い致します。

今後ともの協議会の発展を願い
新しい世代の参画を期待致しま
す。

地域防災委員長を務めます、阿

大しつつありますが、今年度は7

よろしくお願いします。

頂き、心より感謝申し上げます。

吉秀

新型コロナウイルスの感染が拡

研究所の田中と申します。どうぞ

日頃より会員増強へのご協力を

阿部

す。どうぞよろしくお願い致します。

を務めます大日本住友製薬・総合

委員長

委員長

部住宅設備機器の阿部と申しま

今年度から献血委員会の委員長

❖ 会員増強委員会

ます。

陰地方・東北地方と、大雨から河川の氾濫による
災害が続いております。これも地球温暖化による
異常気象もあり、7月に台風発生がゼロと言う過
去に例のない現象です。
我々吹田市江坂地区にも糸田川・神崎川・高川
と河川に囲まれた地域であり、今後は常に災害に
対して『備える』意識を持つ事が重要だと考えま

玉城

明

す。これから発生するであろう台風やゲリラ豪雨
に対し、行政からの情報提供は勿論ですが、自分
を家族を守る情報収集のひとつとして、災害に対
してのスマホアプリ（例えば天気予報や、雨雲
レーダー等）の拡散等も重要だと思っています。
会員企業の皆様のお役に立てるよう尽力致しま
すので、ご協力よろしくお願い致します。
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新入会員紹介
株式会社ジェイコムウエスト吹田局
〒₅₆₄︲₀₀₅₁ 吹田市豊津町₁番₂₁号 エサカ中央ビル₃階
TEL.₀₆︲₄₉₆₅︲₂₀₁₀ FAX.₀₆︲₇₈₉₈︲₅₀₄₀

当社は1989
年11月に、北摂
初の都市型ケー

ブルテレビ局、吹田ケーブルテレビジョン㈱として第三セクター方式で設
立しました。当初は、JR吹田駅ビルさんくす一番館に入居し、多チャンネ
ル放送のサービス提供を開始しました。2013年1月に㈱ジェイコムウエ
ストと吹田ケーブルテレビジョン㈱が合併し、2015年7月にJR吹田駅さ
んくす一番館から、現在の江坂駅前へ移転、ケーブルテレビ、高速イン
ターネット、電力、モバイル、固定電話など「お客さまの暮らしを楽しく
便利で快適なものにする」
をモットーにサービスを提供しています。
地域に寄り添い、地域に求められるメディアとして貢献をしたいと考え
ております。どうぞよろしくお願いいたします。

昼時 ごはん時

江坂の
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新型コロナウイルス流行につき
テイクアウト特集！

銀座に志かわ

江坂店

◆こだわりの
『アルカリイオン水』

料理の世界では「素材のうまみを引き出
す水」として知られるアルカリイオン水を
パンの仕込み水として使用することで、風
味豊かな味わいに加え、独特のしっとり感
や繊細なくちどけを生み出しています。

<企業様特典>

企業様限定にて特典をご用意致しました。
10本以上のご購入につき、10本あたり1本サービス

アレルギー表示：小麦・乳・はちみつ
価格：1本
（2斤）
864円（税込）
※常温保存にて約3日間

・ゴルフコンペ
・社内イベント
・冠婚葬祭
・お得意先様への手土産 など、社内の催しにいかがでしょうか。
※
『江坂店』のみ適用（他店ではこのサービスは適用されません。
）
※ご予約の3日前までにお電話下さい。（ご購入本数の上限はございません）
※お電話にて『企業様限定チラシを見ました』とお申し付け下さい。
※商品の配達及び発送は承っておりません。
※ご決済方法は現金のみとさせて頂いております。

住所▶吹田市豊津町15-30
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T E L▶ 06-4861-2400

URL▶http://ginza-nishikawa.co.jp/

●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」
「ゴルフパートナー」
●ＦＣ事業「カーブス」

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/

江坂企業協議会
〒 564-0052 吹田市広芝町 10-3
サニーストンホテル内
TEL 06-6380-0241

FAX 06-6380-0247

E-mail info@esaka.gr.jp
URL http://www.esaka.gr.jp/
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