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ヒューマンドリーム新聞（社内新聞）         （年２回（７月・２月）発行） 
                              2016 年 2 月 1 日発行 
                                     NO.4 
＜ヒューマンドリーム本部の動向＞ 
社員の皆様、日々の業務、誠にご苦労様でございます。当社も 2006 年 5 月 31 日に設立し

て以来、11 期目を迎え、2015 年 10 月より、新たに、福祉コンサルティング事業部を設立

し、業務拡大を展開しております。現在の社員総数は 100 名弱となっており、毎年、右肩

上がりの成長を遂げており、2016 年 4 月の時点では恐らく 100 名を超える予定です。本業

の医療コンサルティング事業部、福祉コンサルティング事業部においては皆様方の頑張り

のおかげで安定した経営ができております。また、ヒューマンイノベーション事業部にお

ける人材育成部門におきましては、収益だけを見れば赤字経営ではありますが、将来の弊

社の幹部職員を育てるという意味では意味のある部門として存在しているのではないかと

考えております。また、ホークスドリーム事業部（スポーツマネジメント・広報）におき

ましては、2015 年 11 月にバスケットボール部が初試合、初勝利をおさめ、新たにホーク

スドリームの歴史の 1 ページを作り上げてくれました。2016 年度はさらに新入社員も増え、

男子硬式野球部、女子硬式野球部、卓球部に関しては、2015 年度以上の戦力も揃い、3 月

以降の公式戦の結果を大いに期待したいと思います。バスケットボール部は 2016 年度は試

合数の増加と戦力アップを目指して頑張っていきたいと思います。また、新設の女子ソフ

トボール部とサッカー部に関しましては、2017 年度の公式戦に参加することを目指し、選

手募集、補強活動に力を入れていきたいと考えております。このように、社内全体を見た

場合、年々、各部門、違いはありますが、少しづつ成長し、組織力が養われてきているよ

うに思います。この組織力を、さらに強化し、社業に活用し、我が社が、更なる成長を遂

げることができるよう皆様方とともに力を合わせて頑張っていきたいと思います。そのた

めにも、2016 年 4 月からは各部門会議を計画的、且つ積極的に行い、今まで、社内研修会

等で学んできた知識、経験等を会社の発展に活かしていただきたいと思います。我が社の

現在の弱点は、幹部社員、上級管理職、中間管理職が全く足りていない状況であり、引き

続き生え抜き社員の育成が今後の課題であります。会議力を身に着けていただき、問題解

決の糸口を議論することにより見つけていく、そのように社員育成の場であり、会社の成

長の場を育てていきたいと考えております。また、当社の目指す社風のキーワードは「お

もしろおかしく」、「ライフワークバランス」であります。また、社員評価査定のポイント

は「マネジメント力」、「営業力」、「プレゼンテーション能力」を幹部職員、上級管理職に

昇格させる上で 重要視しております。いかに会社に貢献できる人材になれるかを意識し

コツコツと自己研鑽に励んでいただけたら嬉しく思います。社員の皆様方が仕事のみなら

ず、自分たちの生活の上でも楽しめる活動を少しでも充実させ、その活動を通じて、幹部

職員に必要とされるリーダーシップやマネジメント力を身につけていただき、しっかりと

会社に貢献し、社会で求められる人材へと成長していただくことを大いに期待しておりま
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す。当社の社名はヒューマンドリームでありますが、その社名に込められている思いは

「人々（社員）の夢」を大切にしながら、その挑戦を応援し、その夢の達成が可能である

会社を目指すという意味が込められております。 
今ある立場でどうすれば自分の夢を達成できるか、また夢のある人生を送ることができる

のかをしっかり考え、皆様と共に胸をはって、厳しい社会を乗り越えていく為の方法を考

え、皆で力を合わせ、魅力的な会社へ成長できるよう共にがんばっていきたいと考えてお

ります。 2016 年も 2015 年以上にしっかりと会社を盛り上げてがんばって参りましょ

う！！ 
                           （代表取締役社長 川戸康嗣） 
 
＜全体イベント・人事等の動向について 入職者について＞ 
①全体イベントについて（2016 年 4 月～2017 年 3 月） 
4 月：新入社員入社 
4 月：社内研修会開始 
4 月：臨床工学技士国家試験対策予備校開講（第 6 期） 
4 月：2016 年度度第一回介護職員初任者研修講座（旧ヘルパー2 級資格）開講予定 
8 月：介護福祉士国家試験対策講座開講予定 
8 月：社員慰労会開催予定 
12 月：2016 年度第二回介護職員初任者研修講座（旧ヘルパー2 級資格）開講予定 
12 月：忘年会開催予定 
1 月：第 3 期大谷啓政治塾開講予定 
2 月：社内研修会修了試験 
3 月；辞令交付式（昇格式） 
※社内報（ヒューマンドリーム新聞年 2 回発行予定（6 月、2 月）） 
 
・その他活動 
※ホークスドリーム事業部における各種運動部の試合日程等はホークスドリーム事業部の

ホームページの各運動部のスケジュールに記載しております。会社を背負って戦っている

選手達に是非、暖かいご声援・応援の程、宜しくお願いいたします。 
 
※ヒューマンイノベーション事業部における各種研修会の日程等はヒューマンイノベーシ

ョン事業部のホームページのスケジュールに記載しております。各自、ご確認願います。 
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＜男子硬式野球部＞ 
・2015 年シーズンは離脱者も多く年間を通じて力を出し切れないまま終わってしまい悔し

いシーズンとなってしまいました。今年はチームのスローガンを「初志貫徹」とし、チー

ムを作った当初からの目標である日本選手権、都市対抗、クラブ選手権の３大大会の出場

に向かって邁進していきたいと思います。チームも 1 月より 2016 年シーズンを開始してお

り 2 月より新戦力を含め今年も目の前の 1 試合、1 試合を選手・スタッフ一丸となり集大成

となるよう戦っていきますので、どうぞ応援よろしくお願いします。2 月からオープン戦も

予定しておりますので多くの皆様とご観戦いただきますよう合わせてお願い致します。 
                     
                    （大阪 HD ベースボールクラブ監督 福島聡） 
 
・まだまだ若い世代が多いチームです。昨年は思うような結果を残すことができず、皆に

とって悔しい一年となりました。しかし、大きな収穫もありました。毎年、新人選手が入

り春のチームは手探り状態です。しかし、自分自身、3 年目となる今年は、手探りのチーム

をまとめ上げ若い力を結集させ勝利に結びつけたいと思っています。仕事と野球の両立は

決して簡単ではありません。ですが、その２つを出来るという感謝の気持ちを忘れず日々

精進していこうと思います。今後とも、男子、女子共に野球部の応援をよろしくお願いし

ます。 
                 （大阪 HD ベースボールクラブ監督補佐 石原愛章） 
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＜大阪 HD 歴代監督＞＞ 
2009 年～2011 年 1 月(初代)門田博光 大阪ホークスドリーム設立、関西独立リーグ神戸 9 クルーズ 2 軍 

2011 年 2 月～6 月（2 代目）田中実   関西独立リーグ大阪ホークスドリーム（シーズン参入時） 

2011 年 6 月～9 月（3 代目）門田博光  関西独立リーグ大阪ホークスドリーム（シーズン終了時） 

2011 年 10 月～現在（4 代目）福島聡  関西独立リーグ脱退。日本野球連盟（JABA）加盟。 

 
＜＜大阪 HD 歴代大阪府野球連盟理事＞＞ 
2013 年 3 月～2015 年 2 月 川戸康嗣 

2015 年 3 月～現在     福島聡 

 
＜＜チーム内歴代 MVP 表彰選手＞＞ 
2014 年度 石原愛章（京都外大西高ー大阪産業大） 31 打数 13 安打 打率 3 割 8 分 2 厘 

 
＜＜大阪ホークスドリーム男子硬式野球部 年度別成績＞＞ 

年度 所属 総監督 野球部長 監督 監督補佐 シニアAD  コーチ コーチ マネージャー 主将 成績 

2009 チーム創設   門田博光   池内豊 吉井浩    

2010 神戸９C2軍   門田博光    吉井浩 山本理美 栗田冬樹 ２勝３敗 

2011 関西独立L 門田博光  田中実     薮嵜雄一 鈴木康平 １８勝３６敗７分 

2012 関西独立L 川戸康嗣 西村聡 福島聡  小池兼司 小南和史  井本達也 西村将至 ２勝５敗２分 

2013 日本野球連盟 川戸康嗣 西村聡 福島聡  小池兼司 小南和史  井本達也 不在 ０勝１１敗１分 

2014 日本野球連盟 不在 西村聡 福島聡      石原愛章 ３勝１０敗 

2015 日本野球連盟 不在 西村聡 福島聡   石原愛章 西元樹 玉置実裕 石原愛章 ２勝１５敗 

2016 日本野球連盟 不在 西村聡 福島聡 石原愛章  西元樹   鈴木隆介  

チーム通算成績： 27 勝 80 敗 10 分（117 試合） 
創部通算（7 年）成績（2009.1～2015．12）  
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＜女子硬式野球部＞  
私たち女子硬式野球部は２０１４年度に発足し、今年で３年目に入ります。 
 昨年は１年目同様、試合に出場できる人数は揃っていませんでしたが、ASCA との合同

チームで、練習試合や公式戦に出場しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公式戦には２つ出場することができ、１年目よりも多くの実戦経験を積むことができまし

たが、自チームで試合に出場できないことの悔しさも増しました。しかし、このチームで
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戦うんだという気持ちを全員が強く持ち、小池総監督のもと、練習を重ねてきました。野

球の練習はもちろん、毎月１回のミーティングでは練習内容や、選手募集活動、これから

のチームについてなど、いろいろなことについて全員で話し合ってきました。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在選手は７名で、今年からの新たな加入が２名決まっています。やっと試合に出場でき

る人数が揃います。試合出場が出来ることが決まった今年が、大事な勝負の年となります。

昨年合同チームとして参加した全日本女子硬式野球選手権大会や、全日本クラブ選手権に

も大阪ホークスドリーム女子硬式野球部として出場する予定です。公式戦以外にも練習試

合でどんどん実戦をして、少人数でも負けない強いチームを目指して頑張ります！ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、１年目に掲げたスローガン“心愛なる仲間と闘想心を持ちなしとげるは天華武創～

We are all one～”を胸に、常に感謝の気持ちを持ってプレーしていきます。私たちの試合、

プレーを見て、もっと応援したい！と思ってもらえるチームになってみせます！応援よろ
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しくお願いします！ 
 
                     （女子硬式野球部 GM 補佐 長谷部歩美） 
                      （女子硬式野球部 GM 補佐 尾舘真央） 
                           （女子硬式野球部 選手一同） 
 
＜＜大阪ホークスドリーム女子硬式野球部 年度別成績＞＞ 

年度 所属 総監督 監督 GM補佐 GM補佐  コーチ コーチ マネージャー 主将 成績 

2014 ASCA合同チーム 小池兼司 不在   川崎智寛 西村昌博 長谷部歩美 石田千紘 ０勝５敗 

2015 ASCA合同チーム 小池兼司 不在 長谷部歩美 尾舘真央 平松信太  岩佐佳澄 島田桃子 １勝２敗 

2016 日本女子野球連盟 小池兼司 不在 長谷部歩美 尾舘真央 平松信太  岩佐佳澄 玉置実裕  

           

           

           

           

           

チーム通算成績： １勝 7 敗 0 分（8 試合） 
創部通算（2 年）成績（2014.1～2015．12） 
 
＜卓球部＞ 
・2012 年に福西力監督を弊社に招聘し、ホークスドリーム卓球部として活動しまして、今

年で 5 年目を迎えております。2016 年 4 月には、新入社員も迎え入れ、部員数も 14 名と

なり、年々、大所帯になってきております。2016 年度の卓球部の体制で大きく変わる点は、

4 月より芝雅人氏に当卓球部の総監督として就任していただき、戦力強化においてご尽力い

ただく点、岩崎章行氏に当卓球部のコーチとして就任していただき、ご指導いただく点が

挙げられます。また、現在、大阪高石市の羽衣卓球スタジオ（代表 新井周氏）において

定期練習を行っておりますが、京都の上桂卓球場との業務提携により、毎週木曜日（19 時

～21 時）は、上桂卓球場での定期練習が加わる予定となっております。また、上桂卓球場

におきましては、定期練習日以外にも個別練習が可能な環境を作り、双方で連携しながら、

全国大会レベルの選手育成を目指していく予定です。2016 年度は、当卓球部が飛躍的に成

長できるよう、芝総監督、福西監督、岩崎コーチと連携をとりながらまずは大阪代表、全

国大会出場を目指して頑張って参りますのでご声援の程、よろしくお願い致します。 
                           （代表取締役社長 川戸康嗣） 
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＜＜総監督 芝雅人氏プロフィール＞＞ 

 

＜経歴＞ 

私立三田学園高校－立命館大学－福井クラブ(大阪） 

 

＜選手実績＞ 

関西学生新人大会 シングルス優勝 

関西学生選手権大会 シングルス 3位、ダブルス 3位 

関西学生リーグ 4度優勝（ 高殊勲賞 2度獲得） 

  リーグ戦勝率 ３２勝５敗（４年間４０戦中） 

 

＜直近実績＞ 

平成２４年、２５年 全日本マスターズ選手権２年連続 準優勝 

平成２５年 近畿選手権 優勝 

※その他中学、高校、大学、社会人と数多くの実績あり。 
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＜＜コーチ 岩崎章行氏プロフィール＞＞ 

 
＜経歴＞ 

私立滝川第二高校－住友金属工業（株）－福井クラブ(大阪） 

＜選手実績＞ 

平成６年 全日本選手権大会(軟式） ベスト 8 

平成７年 兵庫県国体予選 優勝 国体出場 

平成 11年 全日本クラブ選手権 優勝 

平成 11年 全日本選手権 ダブルス 岩崎・芝組 出場 

平成 13年 全日本クラブ選手権 準優勝 

平成 13年 全日本選手権 ダブルス 岩崎・芝組 出場 

平成 16年 全日本選手権 ダブルス 岩崎・芝組 出場 

平成 16年 大阪オープン ダブルス 岩崎・芝組 ベスト 8 

※その他、高校、社会人と数多くの実績あり。 

 
両名とも近年まで大阪の強豪クラブチームである福井クラブでご活躍されております。選

手としての実績はにおいては素晴らしい成績を収めておりますので、今後は新たな挑戦の

場として当社の卓球部で指導者としてご活躍していただき全国的な強豪チームへと育て上

げていただくことを大いに期待したいと思います。 
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・社員の皆さん、日々の勤務、お疲れ様です。 

私たち、卓球部の活動は５年目を迎えることとなりました。 

これは、何よりも、川戸社長をはじめ会社、社員各位のご理解とご支援のおかげであると、

心より感謝しております。入れ替わりの激しい業界の中で、長く卓球部で活躍してくださ

る部員の皆さんにも感謝しております。また、皆さんが長く続けることの出来る環境作り

にも努力して参ります。 

元オリンピック日本代表の新井周さんの指導を受けて、練習に励んでおります。 

来シーズンからは、それにプラスして、総監督に芝雅人さんを招いて、多方面からの選手

発掘と育成・強化に励んで参ります。有望選手の入部もあり、社会人選手としての練習環

境の充実にも力を注いで参ります。 

今後の展開としては、近い目標として、『日本リーグに参戦する!?』を早期に果たしたいと

考えています。 

さらに、将来的には、『総合型地域スポーツクラブ』を牽引するトップチームとなれるよう

にと考えています。生涯スポーツとしての卓球を活かして、地域社会に馴染みのある企業

ブランドとして認知されるように活動して参ります。 

後になりますが、今後ともさらなるご支援と応援をよろしくお願い致します。 

                                           (ホークスドリーム卓球部監督  福西 力) 

 

ホークスドリーム卓球大会（過去 33回開催結果） 

順位 優勝回数 優勝者氏名  

1位 13回 福西力  

2位 11回 真鍋友佑  

3位 2回 黒田恭平  

3位 2回 道阪晃久  

3位 2回 田中冬威  

6位 1回 水内大介  

6位 1回 村上優  

6位 1回 井場修治  

    

   2016年1月31日現在 
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＜バスケットボール部＞ 
お疲れ様です。バスケ部の黒川です。バスケ部が発足して半年以上が過ぎました。昨年は

チームの目標であった「大会出場」を達成し、準優勝という成績を収めることができまし

た。今年は月に一回ペースで試合を組みたいと考えています。練習日程は毎週火曜日の夜

に羽衣青少年センターの体育館で練習しています。まだまだ人数が少ないですが、いつも

楽しく練習をしています。少しでも興味がある方は是非、一度、見学に来て頂けたら嬉し

く思います。 
                         （バスケットボール部 黒川雅史） 
 

 

 



 

 12

＜サッカー部＞ 
サッカー部が発足して 1年過ぎて、４月にも何名か新加入予定です。 

場所も発足時は羽衣の小さなグランドから鴨公園と代わりかなり広々としたグランドに代

わりました。 

練習内容はまだまだ人数が少ないので基礎練習中心ですがメンバーみんな楽しみながら汗

を流して充実した練習をしています。しかしまだ人数が少なく試合ができていないのが現

状なので 2016年の目標はフットサルでもいいので試合をしていきたいとおもいます。現在

は 1 ヶ月に 2～3 回水曜日夜 20 時～21 時で活動していますが今年は練習回数を週 1 で出来

ればと思っています。未経験者大歓迎なので興味のある方は見学でもいいので見に来てく

ださい。 

                            （取締役副社長 川戸啓資） 
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＜＜キャリア開発講座＞＞ 

 

◆介護職員初任者研修講座（ヘルパー２級資格） 

①平成 27 年度 試験合格者（12 月取得） 

篭谷 真理子  川添 翔貴  﨑嶋 宏斗  鹿谷 颯  服部 樹典  日数谷 卓也 

藤澤 瑞樹   吉田 英晃 （以上 弊社社員 8名） 

 

②卒業生実績（平成 28 年 1 月現在） 

平成 23 年度 21 名 

平成 24 年度 37 名 

平成 25 年度 制度改正に伴う移行期間 

平成 26 年度 27 名 

平成 27 年度 16 名 

 合計    101 名 

＊本年度１回目は 4 月より開講を予定しております！！！ 

 ライセンス取得に関心のある方はぜひ事務所本部までお問い合わせ下さい。 

 

 

◆介護福祉士国家試験対策講座 

平成 26 年 9 月より社内にて開講されたキャリア開発講座です。 

実務経験 3年以上の弊社社員を対象とした国家試験必勝講座であります。 

効果的にアウトプットを中心とした実践教育を行い、膨大な試験範囲の中から効率良く 

要点を押さえ、試験直前期まで集中的にバックアップし、総仕上げを行います。 

 

① 平成 27 年度 介護福祉士国家試験合格者 

山下 華代 

 

 

◆ケアマネジャー受験対策講座 

平成 28 年度より新しく開講を予定しております。介護業界における 難関資格。 

ケアマネジャーは介護保険制度の中核を担う公的資格であり、利用者様と福祉・医療・ 

保健サービスとを結ぶ重要な役割を担っています。 

専門講師の指導のもと、試験に出るポイントはもちろんのこと、介護保険制度改正によっ

てどのように変わったのかを懇切丁寧に分かりやすくお伝えします。 

                                                 
                   （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡）  
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＜＜ヒューマンドリーム 社内研修センター キャリアパス人事評価制度＞＞ 
皆様、日々の業務、スポーツ活動、社内研修等お疲れ様でございます。 
副社長の西村でございます。 
社内新聞の発行も今回で４回目を迎え、皆様にも社内の様々な活動の状況が徐々に見える

化されてきたように感じております。 
株式会社ヒューマンドリームのミッションは、医療福祉とスポーツの融合を通じ、広く社

会に貢献し、これからの日本社会を支える優れた人材の育成を図ることであります。 
全社員が一丸となりミッションを共有し、ヒューマンドリームのこれからの成長・発展と

さらなるコーポレートブランド構築を共に実現していきましょう。 
 
組織には色んな人材がいます。 
コミュニケーションが得意な人、介護の実技が得意な人、営業が得意な人、人を取りまと

めてリーダーシップを取るのが得意な人、数字や会計が得意な人、パソコンが得意な人、

人前でのプレゼンテーションが得意な人、人にモノを教えるのが得意な人、資格の取得を 
懸命に頑張る人、弱いものを守る人、どんなことにも積極的にチャレンジ精神を見せる人

などなど。 
 
組織には人の数だけ「能力」と「可能性」があると信じています。 
色んな能力が結集され、イノベーションを巻き起こし、企業組織は日々成長していきます。 
眠れる能力を引き出し開花させ、社会に貢献できる優秀な人材を誕生させることは、弊社

の 大の使命であり、 善のマネジメントであります。 
 
人を大切にし、人の可能性を信じ、共に人生を歩んでいく。 
 
株式会社ヒューマンドリームが皆さまの揺るぎ無い誇りとなるよう、常に謙虚な姿勢を持

ち、また闘争心を忘れずに、体と頭と心を使い、日々精進していきたいと思っております。 
 
◆キャリアパス人事評価制度 
⑥マネジメント研修（ケーススタディ、経営戦略等） ＊幹部候補生対象 
⑤係長研修（財務会計、ファイナンス、組織管理等） 
④主任研修（方針・理念、プレゼンテーション等） 
③副主任研修（方針・理念、医学の基礎等） 
②セカンド社員研修（振り返り） 
① 新入社員育成研修（接遇マナー、コミュニケーション、介護技術等） 
 
                                          （取締役副社長 西村 聡） 
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・1 年間の研修お疲れ様でした。昨年入社された方も仕事に慣れてきた頃だと思います。 
日々の業務の中で、研修で学んだ事を思い出し実践して頂けましたでしょうか？ 
新入社員育成研修の内容は毎年レベルアップを重ね、実施しております。 
今年よりも来年、来年よりも再来年と、今後も研修内容を充実させていけるよう講師共々 
精進していこうと思っております。 
色々な仕事がある中で、私達は患者様に接する仕事をさせて頂いています。人の命の重み

を痛いほど感じる仕事です。この仕事をしていなかったら知れなかった事もあれば、知り

たくなかった事もあるかもしれません。ストレスが溜まる事もあると思います。 
しかし、患者様の心からの「ありがとう」の一言を頂き、元気に退院されて行かれる姿を

励みとし、私達は日々努力し、精進していけるのです。 
色々な思いがあると思いますが、もし何か悩みがあれば、一人で抱え込まずに気楽に話を

聞かせてください。会社には相談に乗ってくれる方がたくさん居ます。分かってくれる仲

間もたくさん居ますので、安心して相談して頂ければと思います。 
1 年間を振り返り、伝えたい事がたくさんあり、長い文章になってしまいましたが、今年の

研修においても、学びながらどのように成長し、どのような自分になっていきたいのかを

考えられるヒントになれば、それも１つの研修の意義であると思います。 
私自身も更なる向上心・責任感を持ち、皆さんと一緒に頑張りたいと思っております。 
 

（ヒューマンイノベーション事業部 係長 山下華代講師） 
 
・今年度は初めて主任研修を担当させて頂き、プレゼンテーションをテーマに研修を進め

てきました。私自身未熟な分野だったので自分と葛藤する一年となりました。研修を受け

て頂いた人達には内容が不十分な時もあり、反省するとともに今後に活かせるように改善

していきたいと思います。プレゼンテーションは社会人として重要なスキルです。一人で

も多くプレゼンテーションをマスターしてもらえたら私も嬉しいです。 
 
              (ヒューマンイノベーション事業部 係長 前田祐子講師） 
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・講師を務めさせていただき、皆様と共に成長できたことを嬉しく思っています。 

皆それぞれ職場は異なってはいますが、月１度の研修で顔を合わせる時全員がいい表情を

しているのを見て、全力で業務に没頭しいい評価を得ていると思います。 

自分自身まだまだ未熟ですので、人に教えることが上手くは出来ませんでした。 

でも、受講者の皆様が向上心を持って授業に取り組んでくれたおかげで新人研修講師とい

う仕事を乗り越えることができました。本当にありがとうございました。 
 

    (ヒューマンイノベーション事業部 副主任 石原愛章講師） 
 
 
・今期、新入社員研修を担当させて頂きました。私自身、入社２年目でまだまだ未熟です

が、１年目に受けた研修や、職場で教えて頂いたことを思い返し、自分なりに、新入社員

の皆さんにとって、どのような研修が為になり、職場で活用できるものか、ということを

考え実践してきました。 
 研修を受ける側だけの１年目に比べ、受ける側、そして講師として教える側、どちらも

経験させて頂いた今期は、教える側として自分の伝えたいことを思うように伝えることの

難しさを実感し、自分自身が受ける研修時も、ただ受けるだけでなく、講師としての伝え

方という視点でも勉強させていただくことが出来ました。この経験を活かし、これからも

日々の業務、社内研修等、周りの社員の方々と共に成長していけるように頑張っていきま

す。 
                (ヒューマンイノベーション事業部 長谷部歩美講師） 
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＜福祉コンサルティング事業部＞ 訪問介護事業所・ケアプランセンター 

超高齢化社会において、弊社のさらなる事業拡大のため、他企業とのＭ＆Ａを通じて、平

成 27 年 10 月より新たに福祉コンサルティング事業部が誕生いたしました。 
現在、「介護支援センターあったかスマイル」として、主に高石市、和泉市、泉大津市を中

心に事業展開を行っております。（現在在籍者数 13 名） 
 
ヒューマンドリームに福祉コンサルティング事業部が設立されたことにより、今後は訪問

介護事業所の管理者、サービス提供責任者やケアプランセンターでのケアマネ業務などの

キャリアパスも視野に入れ、社内研修及び資格取得（初任者研修、介護福祉士国家試験、

ケアマネジャー等）に励むことにより、医療と福祉が融合され、さらに幅広いキャリアア

ップの実現を図ることが可能となりました。 
福祉コンサルティング事業については、月に1回～2回からの挑戦が可能となっております。

（＊初任者研修資格が必要） 
 
＜福祉コンサルティング事業＞ 
◆訪問介護・・・利用者様のご自宅に訪問し、身体介護や生活支援を行います。 
◆移動支援・・・屋外での外出が困難な障がい者等に対し、外出や余暇活動（スポーツ活

動や映画鑑賞、買い物など）の移動の支援を行います。（ガイド） 
 
＜福祉コンサルティング事業 活動実績＞ 
吉田 英晃（初任者研修合格者）28 年 1 月より活動開始 
黒川 雅史（初任者研修合格者）28 年 2 月より活動開始予定 
 
                   （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡）  
 

  
株式会社ヒューマンドリーム 介護支援センター あったかスマイル（３Ｆ） 
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＜臨床工学技士国家試験対策予備校＞ 
本予備校は 2011 年 4 月より、岡田守民塾長を中心として運営し、2016 年 4 月には第 6 期

生の受け入れ、創設 6 年目の年を迎えます。日々、一人でも多くの臨床工学技士を世の中

に輩出することを目的として、受講生への指導に励んでおります。2013 年度第 27 回国家

試験におきましては当予備校初の受講生全員合格(合格率 100%)を達成いたしました。2014
年度は残念ながら 1 名の不合格者を出してしまいましたが、2015 年度こそは全員合格を目

指して参りたいと思います。2015 年度は北海道、神奈川県、愛知県、広島県等大阪府以外

の広範囲からも塾生が集まり、全国唯一の臨床工学技士国家試験予備校としての存在意義

も増してきております。2016 年 3 月 6 日の第 29 回臨床工学技士国家試験もあと残り 1 か

月にせまってきております。引続き合格率にこだわり一人でも多くの臨床工学技士を世の

中に輩出できるよう全力で頑張って参りたいと思いますのでご声援のほど宜しくお願い致

します。 
                        （プロジェクト担当：岡田守民塾長） 

   （ 岡田守民塾長講義風景） 
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      (塾生講義受講風景) 
 

 

＜大谷啓政治塾＞ 

この度、株式会社ヒューマンドリームでは元衆議院議員の大谷啓（オオタニケイ）先生を

お招きし、一般市民の皆様方、並びに弊社社員、政治家志望者、その他、政治に関心のあ

る方々を対象とし、より身近に、政治、経済を感じていただき、生活者目線の政治をベー

スに勉強していただきたいと思いこの度、弊社が中心となり運営させていただいておりま

す。一人でも多くの方が講義を通じ、塾生同士の横のつながりを作り、有意義なコミュニ

ティー形成のお役にたてればありがたいと思います。また、選挙初挑戦を目指される方、

政治家を志望される方に対しては我々の出来る限りでサポートさせていただきたいとも考

えております。2015年1月に開講し、1年が過ぎ、1期生は13名中9名が無事、卒塾致しまし

た。2016年1月からスタートの2期生は14名ではございますが少数精鋭で意識レベルの高い

卒塾生を育てて参りたいと考えております。皆様と共に人として成長していく為の塾を運

営できればと考えておりますのでご関心があるようであれば、是非、一度、大谷啓政治塾

への入塾をご検討いただけたら有り難く思います。 
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（※第2期生は14名ですが内、弊社社員は7名受講されております。医療・福祉の知識と同

様、世の中の時事問題に関心を持っていただき広い視野を持っていただければ幸いに思い

ます。） 

 

（※第2期生は14名ですが内、政治家志望者は6名参加しております。） 

 

◎2015年度統一地方選挙塾生選挙結果◎（塾生3名が挑戦するも3名とも惜敗） 

・大阪府議会議員選挙 無所属 落選 

・富田林市議会議員選挙 無所属 落選 

・高石市議会議員選挙 無所属 落選 

 

                   （プロジェクト担当：代表取締役社長川戸康嗣） 
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＜2015 年 8 月 19 日に第 4 回社員慰労会を開催致しました。＞ 
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＜2015 年 12 月 11 日に第 5 回ヒューマンドリーム忘年会を開催致しました。＞ 
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＜採用活動情報＞ 

①大学学内企業説明会への参加実績 

2011年度0校、2012年度1校、2013年度4校、2014年度20校、2015年度20校 

②過去10年間の採用実績について（2006年～2015年12月末時点） 

（社員出身校一覧） 

＜大学・大学院＞ 

・筑波大学、北九州市立大学、奈良県立大学、学習院大学、慶応義塾大学、同志社大学、

立命館大学、関西学院大学、関西大学、甲南大学、京都外国語大学、大阪産業大学、大阪

国際大学、天理大学、立正大学、阪南大学、大阪経済大学、大阪経済法科大学、札幌国際

大学、鈴鹿医療科学技術大学、名古屋経済大学、大阪芸術大学、大阪電気通信大学、花園

大学、京都建築大学校、京都学園大学、帝塚山大学、流通科学大学、奈良大学、高岡法科

大学、東京国際大学、中部学院大学、羽衣国際大学、東洋大学、桃山学院大学、岐阜経済

大学、大阪商業大学、中央学院大学、愛知淑徳大学、金城大学、環太平洋大学、大阪体育

大学、芦屋大学、北海道工業大学、広島国際大学、神戸女子大学、日本女子体育大学 

＜専門学校＞ 

・甲賀健康医療専門学校、ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ医療看護専門学校、大阪社会体育専門学校、大原

ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙ専門学校、関西ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ学院、日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ専門学校、日本ﾒﾃﾞｨｶﾙ福

祉専門学校、日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ専門学校、日本理工情報専門学校、大阪ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校、辻

製菓専門学校、大阪歯科学院専門学校、大阪外語専門学校、関西女子医療技術専門学校、

大阪医専、日本工学院専門学校 

＜今後のヒューマンドリームプロジェクトについて＞ 

★2016年度1月以降開始のプロジェクトについて 

・上桂卓球場（京都府京都市）と業務提携 

・八尾ベースボールクラブ（大阪府八尾市）と業務提携 

・女子野球クラブチームASCA（愛知県瀬戸市）と業務提携 

・株式会社ヒューマンドリーム 京都出張所、愛知出張所開設。（２月より） 

★2016年度4月始動に向けてのプロジェクトについて 

・ホークスドリーム事業部 女子ソフトボール部設立プロジェクト開始！！ 

・コーポレートファイナンス事業部始動！！ 

 

・株式会社ヒューマンドリームホームページ（会社） 

http://www.humandream.jp/ 
・ホークスドリーム事業部ホームページ（社内スポーツ関係スケジュール・情報等） 

http://hawksdream.co.jp/ 
・ヒューマンイノベーション事業部ホームページ（講習会関係スケジュール・情報等） 

http://humaninnovation.co.jp/ 


