住 み よい 地 域 は 連 帯 の 輪 か ら

ESAKA WIND
江坂企業協議会 会報誌
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2022年度 総
令和4年5月31日
（火） PM 4 時20分～
富永副委員長（㈱ケンセイ）の司会で、第一部総会
が開始されました。山村会長の挨拶のあと、議案（令
和3年度事業報告と収支決算報告及び監査報告）が提
出され、全員賛成で承認されました。その後、今年度
は理事改選の時期ですので、総務委員長からその説明
と令和4～5年度理事候補者が提案され、全員賛成で
承認されました。その後、改めて山村新会長が議長と
なり、令和4年度事業計画及び収支予算案がそれぞれ
提案され、承認されました。
また、3年ぶりに一堂が会する総会を開催すること
ができました。短い時間でしたが、この機会に懸案で
あった新入会員のご紹介もでき、新旧会員との交流が
できたことは大変意義深いものがありました。
その後、池田ノリアキ氏から「働く人の健康づくり

会

於：サニーストンホテル

<講演要旨>

「働く人の健康づくりが企業価値を高める時代」
～ウォーキングを活用したSDGs、健康経営の取り組み～
講師：心と体の健康アドバイザー
ウォーキングトレーナー

（健康運動実践指導者・転倒予防指導士・健康経営
アドバイザー・メンタルヘルスマネジメント他）
〈自己紹介、江坂とのご縁〉
私は1981年（株）ア
シックス入社、営業・
シューズ企画開発やマー
ケティングに従事して35

が企業価値を高める時代」～ウォーキングを活用した

年勤務、2015年早期退職

SDGs、健康経営の取り組み～と題してご講演をいた

後ウォーキングを主体に

だきました。

池田ノリアキ

健康づくり講演の講師活
動中で講師歴27年、安全
大会や健康講演会は2000回以上になります。
江坂にアシックス本社（現神戸市）が在りし頃、
創業者の鬼塚喜八郎社長が貴会第3代会長を務めら
れ、私もここ江坂には10年勤務したご縁がありま
す。
〈講演要約〉
コロナ禍によって新たな働き方、新たな健康課題
が生まれた今、企業価値を向上するため「SDGs」
や「健康経営」への取り組みが注目されています。
この2つは2015年にスタート、SDGsは国際社会の
共通目標、健康経営は企業価値を高めることを目的
としており、SDGs/No.3「全ての人に健康と福祉
を」、No.8「働きがいも経済成長も」と健康経営に
おける「健康投資」活動は、どちらも「健康」を関
連付けて取り組むことが効率的だと考えます。
つまり、SDGsと同じく企業経営自体も持続可能
でなければならないことから、健康経営はSDGsを
推進するためにも重要な取り組みになります。
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第３回
エスコタウンイルミネーション
光の饗宴
2022年11月９日（水）～ 2023年１月29日（日）
点灯式：11月９日（水）PM６：00 PM６：00 ～ 11：00
江坂東急REIホテル 西入口前

2020年9月、江坂企業協
健康経営を推進する健康経営優良法人認定法人数
は、2016年318社から2020年7,934社へ5年で約25倍
と急増しています。優良法人認定のメリットは、認
定マークをホームページ上や会社案内で使用出来る
ので、社会的評価が向上します。また推進メリット
では、①企業イメージが向上、②優秀な人材の確
保、③業績アップなどこれら正のスパイラルが期待
出来ます。健康経営への取り組むポイントは、「働
く人の心と体の健康づくり」、具体的には「定期健
康診断受診率100%」と「労働災害０%」を目指す
ことです。とりわけ、「プレゼンティーイズム」と
言われる慢性疲労やメンタル疾患、腰痛、生活習慣
病など体調不良に伴う労働生産性損失は企業の見え
ない損失、定期検診+面談で可視化が必要です。労
災では、休業1ヶ月以上に及ぶ転倒災害は全体の
60%以上を55才以上の高齢従業員が占めており、彼
らへの配慮が不可欠と言えます。そして、これらの
対策と予防に有効なのが、心と体の健康づくりに効
果的なウォーキングです。5分程度のウォーキング
でも体スッキリ！心リフレッシュ！出来ますし、食
後1時間以内の15分ウォーキングで血糖値上昇が抑
えられます。短時間で持続可能なウォーキング実践
方法は、歩数を気にせずに肘を引いて上半身主導で
15分全身運動すること。ウォーキング実践やシュー
ズ選び、履き方などは配付資料ならびにwebに動画
もアップしています【池田ノリアキウォーキング】
で検索してください。また、安全大会、健康講演な
ど研修等講師のご依頼お待ちしております。最後
に、貴総会での登壇に心より感謝申し上げますとと
もに貴会の益々のご発展をお祈り申し上げます。

議会が地元商店にも協力を
得て、エスコタウンイルミ
ネーション実行委員会を結
成。エスコタウン（江坂東
急REIホテル西側道路230
m）の樹木にイルミネーショ
ンを設置し、年末年始の街
並みを彩り、道行く人々に
楽しんでもらいました。
2年目には、地元協賛店も倍増、今年は3年目に入
り、大阪・光の饗宴2022エリアプログラムへの参加要
請も受けました。大阪府全域にPRできる機会を得、
吹田、江坂をアピールするために、エスコタウン北側
に位置する豊津公園の「リオちゃん」とダスキン本社
の「みつめあう愛」との岡本太郎氏の両作品を本事業
に取り込み、ライトアップして吹田の新しいパワース
ポットとして、来場者に再認識してもらう計画です。
期間中は、ESAKAエスコタウンミュージックスト
リート2022とも連携し、2か所での音楽ライブも併設
されます。
（P4参照）
現在計画中の事業内容
①昨年同様エスコタウン内の樹木約30本にイルミネー
ション装飾を施し、期間中点灯します。
②新たにエスコタウン北側、豊津公園までの街路樹4本
にイルミネーション装飾。写真スポットとして、豊津
公園内「リオちゃん」、ダスキン本社「みつめあう愛」
もライトアップ。
③期間中、エスコタウン2か所での音楽ライブを開催。
④ポスター、シールを掲示すると共に、協賛店での特別
サービス提供。
⑤御堂筋イルミネーション、OSAKA光のルネサンス
（中之島）をコアプログラムに展開する大阪光の饗宴の
エリアプログラムに参加し、大阪府内に公式ガイド
ブック、ポスター類、公式サイト、SNSなどで宣伝。
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第56回 ボウリング大会

開催のお知らせ

皆様ふるって
ご参加ください！

10月21日（金）18時30分～ 関大前フタバボウルにて開催予定！
江坂企業協議会ボウリング大会は、55回の開催を数え、皆様に親
しまれてきた会員間の交流イベントです。ここ2年は開催を見送っ
ておりましたが、今年は感染防止策を実施のうえ開催を予定してお
ります。皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。往路は江坂
東急REIホテルから送迎バスがありますのでご利用ください。また、
会員企業様からの賞品の協賛もお待ちしております。

２０２２年度 第2回 クリーンデー（令和4年6月1日

AM7時30分～）

1991（平成3）年11月1日「毎月1日はクリーンデー」清掃活動をス
タートし32年が経過いたしました。今回もまだまだコロナ感染対策の制
限がある中210名もの参加者（大阪創都学園含む）にお集まりいただき
ました。各企業様共に江坂の街の美化活動に熱心で感服しております。
同時にアドプトロード委員会によるマリーゴールドの植樹も行われま
した。これからも「ゴミのない街ESAKA」・「花の咲く街ESAKA」を目
指し、私たち地元企業での活動をして参りたいと思いますので今後ともご協力をお願い申し上げます。
また江坂駅周辺区域は「たばこ喫煙禁止区域」であり、たばこのポイ捨て・歩きたばこ等は禁止となっており
ます。協議会会員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。

※2022年度 第3回クリーンデーは
令和4年8月1日（月）に行われました。

次回、2022年度 第4回クリーンデーは 令和4年11月1日（火）です。ご参加をお願いいたします。

アドプト・ロード・ESAKA 令和4年度計画スタート（令和4年6月1日）
「路傍のガーディナー」花が美しいのではない、

花を咲かせようとする人の心が美しい
6月1日開催のクリーンデーに併せて花の植替え作業を行いまし
た。江坂駅周辺に設置されている31基のフラワーポットを対象に、
約20名の会員にお手伝い頂き、花の植替えを実施しました。
今回は、6月から11月の間、元気な花を観賞できるように、夏の
暑さにも耐えてくれるマリーゴールドを選定しました。夏のまちに彩を添えてくれています。
作
業 4月
ミ ー テ ィ ン グ ○
大池小学校花いっぱい
プ ロ ジ ェ ク ト
フラワーポット苗植替

5月

花

3

苗

準

備

7月 8月 9月
○

10月
苗植付

6/1江坂公園

フラワーポット管理
フラワーポット土入替

6月

11月

12月
○
約3か月管理
（大池小学校）
11/1江坂公園

1月
（下旬）苗引取

2/1江坂公園

通年 水やり・花摘み作業（非営利活動法人 吹田・江坂ビジョン21）
土入替
（下旬）
花苗購入

（下旬）
花苗購入

2月

（下旬）
花苗購入

3月
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ESAKAミュージックストリート2022
昨年、「ESAKAミュージックストリート2021」を経て、毎月1～2回はエスコタウン
のどこかでストリートライブをやってみる！！ということで「ESAKAミュージックスト
リート2022～音楽屋通り～」を今年5月よりスタートいたしました。このイベントは、
「コロナ禍」の中、アーティストやミュージシャンの方々を招いて何気なくストリートで
ライブをする、エスコタウンというところを中心に「音楽」空間の演出を考えたもので、無料ストリートイベン
トとして実施しています。

これまでに開催された～音楽屋通り～
■Vol.1

■Vol.4

場所：ビーロット江坂

5月14日（土）

出演：西浦達雄

【Mirror in the Mirror】

■Vol.5

場所：ダスキン本社ビル2F公開空地

【Jazz

出演：清野拓巳、MIKIKO
■Vol.2

7月9日（土）
Guitar & W.bass による演奏】

場所：ダスキン本社ビル2F公開空地

5月28日（土）

出演：村山義光、時安吉宏

出演：studio GUの皆さん
■Vol.3

6月24日（金）

■Vol.6

6月10日（金）

7月18日（月・祝）

【弾き語りイベント】

場所：ビーロット江坂

場所：ビーロット江坂

出演：高岡陽子、上條みずほ

出演：おおやちたかひろ・くれっしぇんど

■Vol.7

8月27日（土）

場所：ビーロット江坂

青シマ店員T・おとぐらし・raco

出演：Chululu〔シュルル〕
今後の～音楽屋通り～ 開催予定
■Vol.8

■Vol.9

10月9日（日）【鍵盤ELPフェスティバル】

場所：ビーロット江坂

9月19日（月・祝）

出演：ドルチェ オブ ミュージックの皆さん

場所：ダスキン本社ビル2F公開空地
出演：カララコット・中村凌・おとぐらし

■Vol.10

11月9日（水）

【イルミネーション点灯式ライブ（仮称）】

★予告★ESAKAミュージックストリート2022
11月14日
（月）
～18日
（金）

ビーロット江坂ビル前広場 他

にて開催予定！！
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新入会員紹介（ご入会順）
株式会社 上杉工業

〒564-0023 吹田市日の出町26番63号
TEL.06-6381-7244 FAX.06-6383-8514

弊社は、1938年に吹田市上下水道指定工事店第1号として創業し、1957年には
シャッター部門を設立いたしました。
現在は設備工事とシャッター製造及び取付等の2部門で営業しております。両部門
共に「高い技術力・緊急時敏速確実に対応・顧客満足で社会に貢献」を経営理念に掲
げ、地域に根付いた営業を心掛けております。
吹田市の企業として、微力ではございますが江坂の発展に寄与できるよう努めて
まいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

グリーンホスピタルサプライ株式会社

〒565-0853 吹田市春日3-20-8
TEL.06-6368-6321 FAX.06-6369-0731

弊社を代表企業とするグループは2022年7月1日より江坂公園の指定管理者として指名を頂きました。パークPFI
事業として約20年間に亘り公園の管理運営を行う事となりました。今まで以上に皆様に愛される江坂公園になるよ
う、精一杯努力して参りますので、江坂企業協議会の会員の皆様のお力添えを何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社 星電

〒564-0051 吹田市豊津町31番27号
SEIDENシティプレイス豊津2F
TEL.06-6380-6210 FAX.06-6380-6267

私たち株式会社星電は、エアコンなどの空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工・メンテナンスを行う設備会社です。
夏の暑さや冬の寒さから皆様の生活を守り、安心して快適に暮らすお手伝いをするために、私たちは日々知識と技術
を磨いてお客様の信頼と満足に答え続けています。現場は企業オフィスや文化施設・各種産業施設・医療施設など多
岐にわたり、建物の使用用途に応じて適切な施工・サービスをご提供しております。
この度は江坂企業協議会へ加入させていただき、微力ではありますが江坂の発展に貢献していきたい所存です。今
後共何卒、宜しくお願いいたします。

摂津電気工事株式会社

〒564-0031 吹田市元町25-21
TEL.06-6381-0286 FAX.06-6383-7530

弊社は、1934年（昭和9年）創業以来、85年を超える永きに亘って北摂地域を
地盤に電気設備を施工して参りました。近年では、電気工事と並行して空調設備、消
防設備の施工も手掛けており、広く公共機関、建設会社様、物流・倉庫様のご指名を
頂いております。派手で革新的な成果よりも、着実な仕事と堅実な会社を目指し、皆
様とのお付き合いを心掛けてまいりました。地域に根ざした営業力と信頼は摂津電気
工事株式会社のDNAとして創業者から一社員に至るまで一人一人に根付いておりま
す。小さな積み重ねこそが、我々の強みとする安心と信頼を築く一歩であることを強
く心に刻み、行動指針に掲げる「迅速な行動力」「確かな技術」「地域社会に貢献する」を忘れることなくお客様の
ニーズに応え、愛される企業を目指し、日々取り組む所存でございます。今後も、より一層のご支援ご愛顧賜ります
様、心よりお願い申し上げます。
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医療法人 社団 建歯会

青木歯科医院
●初診予約随時受付／診療時間指定制●
診療時間
A.M.9：30～P.M.12：30
P.M.2：00～P.M. 6：30
祝日・日曜日

休診

〒564-0051 吹田市豊津町1番18号
エクラート江坂ビル2F 医療センター内
ＴＥＬ（06）
6384－2861
ＦＡＸ（06）
6338－9537
http://www.aoki-dentalclinic.com

環境管理から
健康管理まで
●介護付有料老人ホーム「メルシーますみ」
（池田市）
●介護付有料老人ホーム「メルシー緑が丘」
（豊中市）

代表取締役

瀧川健一朗

●グループホーム「メルシー緑が丘」
（豊中市）
●聖授会OCAT予防医療センター（PET健診)

認証番号0000296

〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2 -12- 1
TEL 06-6380-2141 FAX 06-6385-2427

価値ある商品と価値あるサービスで暮らしを彩る

私たちバリューネットワークは「食」に関する
価値あるサービスを日本で展開する食品総合
ソリューションカンパニーです

精肉テナント事業

食肉卸事業

加工食品事業

飲食販売事業

〒５６４
‐
００５１
吹田市豊津町10番22号ストライズ江坂ビル5階
TEL 06-7670-2905 www.value-net.co.jp

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
大阪北部ヤクルト販売株式会社
大阪府吹田市広芝町３番２号
TEL 06-6386-8960
http://osakahokubu-yakult.co.jp

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

★広告募集★
●掲載期間：1 年間
●掲載費：1 枠 6,000 円
詳細は事務局までご連絡ください。

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/

健康経営のお役立ちを目指して
「ストレス緩和」「睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）向上」
「腸内環境改善」で話題の「Yakult（ヤクルト）1000」が令和3年4月に
大阪でも販売開始となり大変好評をいただいております。大阪北部ヤクルト
販売では、「乳酸菌」や「社内イベント」を通じて健康経営のお役立ちを目
指しております。従業員の健康維持・向上の為に、私たちヤクルトだから出
来る健康経営サービスのご利用をご検討下さい。
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