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ヒューマンドリーム新聞（社内新聞）            （年 1 回（11 月）発行） 

                              2016 年 11 月 1 日発行 

                                     NO.5 

＜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、12 期目を迎えます。2016 年 11 月より、新たに、ホークスドリーム事業部の中に

ホークスドリームスポーツ整骨院を設立し、スポーツ選手をはじめ社員の皆様方のサポー

ト体制を強化し業務拡大を目指して参ります。また、現在の弊社の社員総数は 100 名超と

なっており、毎年、右肩上がりの成長を遂げており、2017 年 4 月の時点では恐らく 150 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価値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、2016 年度は男子硬式野球部が第 41 回全日本クラブ野

球選手権大会大阪・和歌山一次予選で初の決勝戦に進み、惜しくも優勝は逃しましたが確

実にチームの成長を実感することもできました。また、卓球部におきましても、京都、上

桂卓球場との連携による練習環境の整備に力を注ぎ、その効果と本人の並々ならぬ努力の

結果によって成人女子部門で片桐亜矢選手が国体大阪府代表に選出されました。2016 年度

も新たなホークスドリームの歴史の 1 ページを作り上げてくれ非常に嬉しく思います。

2017 年度はさらに新入社員も増え、新たに女子ソフトボール部の活動も本格的に始まりま

す。各部門、2016 年度以上の成績を目指して頑張ってくれることを大いに期待したいと思

います。また、そのためにも 2017 年度は、特に、女子硬式野球部、バスケットボール部、

サッカー部の選手募集、補強活動に力を入れていきたいと考えております。 

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、2017 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、
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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。 2017 年も 2016 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！！引き続きよろしくお願い致します。 

                           （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（2017 年 4 月～2018 年 3 月） 

4 月：新入社員入社式 

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 7 期） 

4 月：2017 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：2017 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 4 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 1 回発行予定（11 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。 
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②人事関係についてのお知らせ 

2016 年度、新入社員 30 名入社 

2016 年度、昇格人事について 

・山下華代  ヒューマンイノベーション事業部 係長 講師（B3） 

・豊島潤   総務部 主任 兼ヒューマンイノベーション事業部 講師（B5） 

・石原愛章  ホークスドリーム事業部 男子硬式野球部監督補佐（B5) 

       ホークスドリーム事業部 花大硬式野球部臨時コーチ担当（B5） 

       ヒューマンイノベーション事業部 副主任 講師（B5） 

・長谷部歩美 ホークスドリーム事業部 女子硬式野球部 GM 補佐（B5)  

       ヒューマンイノベーション事業部 副主任 講師（B5） 

・尾舘真央  ホークスドリーム事業部 女子硬式野球部 GM 補佐（B5)  

       ヒューマンイノベーション事業部 副主任 講師（B5） 

・真鍋友佑  医療コンサルティング事業部 主任 

・黒田恭平  医療コンサルティング事業部 主任補佐 

・伊藤友貴  医療コンサルティング事業部 副主任 

・青木隆   医療コンサルティング事業部 副主任 

・水島聖菜  医療コンサルティング事業部 副主任 

・黒木優   医療コンサルティング事業部 副主任 

・崎嶋宏斗  医療コンサルティング事業部 副主任 

・服部樹典  医療コンサルティング事業部 副主任 

・久堀大祐  医療コンサルティング事業部 副主任 

・鹿谷楓   医療コンサルティング事業部 副主任 

・早川彰   医療コンサルティング事業部 副主任 

・吉田英晃  社長室 副主任 

・黒川雅史  社長室 副主任 

・岩佐佳澄  ホークスドリーム事業部 女子硬式野球部 マネージャー（B5)  

・金田あかり ホークスドリーム事業部 バスケットボール部 マネージャー（B5) 

・仲健太   ヒューマンイノベーション事業部 講師（B5） 

・森澤隆行  ホークスドリーム事業部 女子ソフトボール部 監督（B2) 

・岩崎章行  ホークスドリーム事業部 卓球部 コーチ（A3) 

・藤澤瑞樹  ホークスドリーム事業部 花大硬式野球部臨時コーチ担当（B5） 

 

                                             以上24名が2016年4月1日付で昇格。 
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＜男子硬式野球部＞ 

・私が監督に就任して 5 年目の集大成と位置付け、覚悟を持って臨んだ 2016 年シーズンは、 

クラブ選手権 2 位、近畿クラブ交流大会ベスト 4、オープン戦の成績も就任以降最高の成績を 

得ることが出来ました。 

間違いなくチームは力を付け、強いチームにはなってきましたが、強くなってきたからこそ 

全国出場経験のあるチームとの壁を感じるシーズンでもありました。 

チームとして今年の成績に満足している選手は誰一人いないと思いますが、今シーズンを 

きっかけに一人一人意識が変わればチームも変わり、壁を突破でき、全国を狙えるチームに 

変われるはずです。 

来年こそは新戦力を加え、新しいチームとして日本選手権、都市対抗、クラブ選手権の 3 大大会 

の出場を目指し邁進していきたいと思いますので、来年もどうぞ応援よろしくお願いします。 

 

       （男子硬式野球部監督  福島 聡） 

 

・自分が監督補佐という立場になりこの１年過ごしてきましたが、まだまだ、本当に強い

チームは作れていません。個々に能力が高い選手はいますが、やはり チームとしての繋が

りや一体感は生み出せていません。 

 私自身の力の無さもありましたが応援してくださる方々チームの皆のおかげで勝ちの数

も増えてきています。 今の現状に満足することなく野球が上手くなりたいという向上心、

周りを変えることの出来る人としての力を養うことが勝ちに繋がると思います。 

 目に見えない部分を大切にして自分自身、そしてチーム全体で成長したいと思います。 

 応援宜しくお願いします。 

                       （男子硬式野球部監督補佐 石原愛章） 

＜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 
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＜＜チーム内歴代 MVP 表彰選手＞＞ 

 
2014 年度 石原愛章 ♯１３ （2014 年入社） 

（京都外大西高校（甲）－大阪産業大学） 31 打数 13 安打 打率 3 割 8 分 2 厘 

 

2015 年度 西元樹 ♯９９ （2014 年入社） 

（福知山成美高校（甲）－大阪産業大学） 67 打数 25 安打 打率 3 割 7 分 3 厘 
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＜2016 年度活躍の主な新戦力紹介＞ 

 

二河拓馬 ♯９ （私立神村学園高校（甲）－大阪体育大学） 2015 年中途入社 

 

 

萩原悠右 ♯２５ （私立鶴岡東高校（甲）－桜美林大学） 2016 年入社 
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高橋拓也 ♯1 （私立報徳学園高校（甲）－環太平洋大学） 2016 年入社 
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 2016 年度 大阪 HD ベースボールクラブ（大阪ホークスドリーム男子硬式野球部） 
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＜＜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  0勝11敗1分 

2014 日本野球連盟  西村聡 福島聡      石原愛章 2勝10敗 

2015 日本野球連盟  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  西村聡 福島聡 石原愛章  西元樹   鈴木隆介 11勝17敗1分 

2017 日本野球連盟  西村聡         

            

チーム通算成績：38 勝 97 敗 11 分（146 試合） 

創部（8 年）成績（2009.１～2016．10） 

※2017 年度の人事は現在、検討・調整中（2016 年 11 月時点において未定） 

 

＜2016年度の主な成績＞ 

・平成28年度 大阪府野球連盟 春季大会 

1回戦 NSB ベースボールクラブ 3-9で惜敗 ● 

・第87回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選 

1回戦 NSB ベースボールクラブ １-１１で惜敗 ● 

・第41回全日本クラブ野球選手権大会 大阪・和歌山一次予選 準優勝（参加7チーム中） 

1回戦 八尾ベースボールクラブ戦 8-4で勝利 ○ 

準決勝 泉州大阪野球団戦 4-0で勝利 ○ 

決勝 NSB ベースボールクラブ 0-8で惜敗 ● 

あと一歩の所で初の西近畿予選出場を逃す。 

・第10回近畿クラブ野球交流大会 ベスト４（参加20チーム中） 

2回戦 奈良アンビションズクラブ戦 14-7で勝利 〇 

3回戦 湖南ベースボールクラブ戦 5-4で勝利 〇 

準決勝 京都城陽ファイアーバーズ戦 5-6で惜敗 ● 

・第9回 JABA クラブリーグ大阪大会 1勝5敗 (7位/7チーム中） 
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＜女子硬式野球部＞          

・2014 年 3 月創部、プロ野球、南海ホークスでご活躍された小池兼司氏を総監督として招

聘し、関西初の女子硬式野球企業チームとして活動しております。2014 年度は選手 5 名、

2015 年度は選手 7 名、2016 年度は選手 8 名と多少の入れ替わりはあるものの右肩上がり

に選手数も徐々に増えてきております。現在は、愛知県の女子硬式野球チームの ASCA と

合同でチームを組み、各種大会へ参加しております。2017 年度こそは単独チームでの全国

大会出場を目指していきたいと思いますので暖かいご声援のほどよろしくお願い致します。 

                           （代表取締役社長 川戸康嗣） 

 

＜＜小池兼司総監督 プロフィール＞＞ 

  

 

 

＜経歴＞ 

浜松商業高校（静岡県）－専修大学－南海ホークス(現ソフトバンクホークス） 

浜松商業高校から専修大学へ進学。東都大学リーグ通算 85試合出場、272打数 69安打、打

率.254、2 本塁打、28 打点。ベストナイン 3 度受賞。1961 年に南海ホークスへ入団。堅実

な守備と小柄ながら左に引っ張る打撃で名遊撃手として活躍し、1960 年代の 4 度のリーグ

優勝に貢献。1963 年には、113 併殺で山田潔の持つパリーグの遊撃手併殺記録を破った。

また 1968年には遊撃手連続守備機会無失策 218回という当時の日本記録を樹立した。1963

年から 4年連続でベストナイン、1964年から 5年連続でオールスターゲーム出場。1974年

限りで引退。 

引退後は球団に残り、編成部長や二軍監督を務めた。1994 年以降は台湾プロ野球の三商タ

イガース・和信ホエールズのコーチを歴任。 

2012年度より大阪ホークスドリームのシニアアドバイザー就任。 

2014年 4月より大阪ホークスドリーム女子硬式野球部総監督に就任。 
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＜＜東信明コーチ プロフィール＞＞ 

           

 

＜経歴＞ 

PL学園高校（大阪府）－亜細亜大学 

昭和 56年 4月 第 53回選抜高校野球大会 優勝 （PL学園高校） 

昭和 60年 5月 東都大学リーグ春季 優勝 （亜細亜大学 3年） 

昭和 60年 6月 日本選手権大会 準優勝 （亜細亜大学 3年） 

亜細亜大学 3年秋以降は故障のため学生コーチとして貢献。 

2016年 9月より大阪ホークスドリーム女子硬式野球部コーチに就任。 
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・私たち女子硬式野球部は、今年で３年目になりますが、人数は８人と未だに自チームで

試合が出来る状況ではありません。しかし今年も ASCA さんとの合同チームで、いくつか

練習試合をさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月に行われる、公式戦であるクラブ選手権にも出場することが決まりました。今年は、

これが 初で 後の公式戦出場になるので、試合が出来ることに感謝をし、今年やってき

たことを全員が全て出し切れるように頑張ります。応援よろしくお願い致します。 

                     （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） 
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＜＜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    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  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 ASCA合同チーム 小池兼司  長谷部歩美 尾舘真央 東信明 平松信太 岩佐佳澄 玉置実裕 0勝7敗 

2017 日本女子野球連盟  小池兼司   東信明     

           

           

           

           

チーム通算成績： 1 勝 14 敗（15 試合） 

創部通算（3 年）成績（2014.１～2016．10） 

※2017 年度の人事は現在、検討・調整中（2016 年 11 月時点において未定） 

              

 

＜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 6 年目を迎えようとしております。2016 年度は 4 月より京都・上桂卓球場をホームと

する体制を作り、芝雅人氏を当卓球部の総監督、岩崎章行氏を当卓球部のコーチとして招

聘し、ご指導いただきました。また、従来通り、大阪高石市の羽衣卓球スタジオ（代表 新

井周氏）においても定期練習を行っております。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、全国大会レベルの選手育成を目指しております。

2016 年度は、当卓球部の片桐亜矢選手が当チーム初の国体大阪府代表（成年女子部門）に

も選出されました。2017 年度はさらに、飛躍的にチームとして成長できるよう、芝総監督、

福西監督、岩崎コーチと連携をとりながら優秀な選手の獲得、全国大会出場を目指して頑

張って参りますので引き続き、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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＜＜芝雅人総監督 プロフィール＞＞ 

  

＜経歴＞ 

私立三田学園高校（兵庫県）－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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＜＜岩崎章行コーチ プロフィール＞＞ 

 
 

＜経歴＞ 

私立滝川第二高校（兵庫県）－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。 
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＜＜2016年度国体大阪府代表（成年女子） 片桐亜矢選手 ＞＞ 

    

 

＜経歴＞ 

私立飯田女子高校（長野県）- 日本女子体育大学 
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・ヒューマンドリーム社員のみなさん、日ごろのお仕事やご活躍、誠にお疲れ様です。 

私たち卓球部のメンバーは、川戸社長を始め社員のみなさんが示してくださるご理解とご

支援に心より感謝しています。 

２０１２年５月のチーム設立以来、 大の人数となりました。また、実力も、やる気や意

識も過去 大となりました。「日本リーグに参戦したい」と発言する選手もいます。まずは、

実業団登録をして、実績を積み重ねた結果、移行できるようにと願っています。 

今年度より、新井周さんの羽衣卓球スタジオに加えて、上桂練習場(京都)で毎日フルタイム

の練習が可能になり、総監督の芝雅人さんの指導も受けることが出来るようになりました。 

さらに、チームメンバーを増やして、明るく楽しく勝てるチーム作りができますように。 

 

後に、在籍チームメンバーは、他の社員のみなさんと同じように、日ごろの病院、施設

での勤務を終えて、各種資格取得の講習会・勉強会に参加して、自身のキャリアアップに

努めています。さらに加えて、勤務終了後に毎日の練習や、休みを調整して大会に出場し

ています。どうか、そういった努力を長く続けられますように、また、結果も良いものと

なり祝福がありますように願っています。 

 

 感謝と共に 

                                                           （卓球部監督 福西力） 

 

・ホークスドリーム卓球大会（過去 41 回開催結果） 

順位 優勝回数 優勝者氏名 

1位 13回 福西力 

1位 13回 真鍋友佑 

3位 3回 小畑優人 

4位 2回 片桐亜矢 

4位 2回 黒田恭平 

4位 2回 道阪晃久 

4位 2回 田中冬威 

8位 1回 岩崎章行 

8位 1回 水内大介 

8位 1回 村上優 

8位 1回 井場修治 

               

                             2016 年 9 月 30 日現在 
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＜女子ソフトボール部＞ 

みなさま、初めまして女子ソフトボール部監督の森澤です。女子ソフトボール部は 2017 年

実業団登録を目指し、2016 年 4 月よりリクルート活動をして参りました。9 月末現在で 14

名の選手が内定し、来年度の実業団登録が可能な人数となりましたが、 終的には 20 名程

度でチームスタートが出来る様に今後もリクルート活動をより一層、力を入れていこうと

思っております。 

 

2020 年東京オリンピックの競技として復活決定し、少しずつ盛り上ろうとしている業界の

中で乗り遅れることのないよう、チームとしての存在感を放っていきたいと考えています。 

 

地域や社員のみなさまにも愛され、応援して頂けるようなチームを目指し、目標である「日

本リーグ入り」に向かって全力を注いでいきますのでご声援よろしくお願い致します。 

                                  （女子ソフトボール部監督  森澤隆行） 

 

＜＜森澤隆行監督プロフィール＞＞ 

 
 

＜経歴＞ 

小学3年生からソフトボールを始め、中学時代は軟式野球を経験、高知商業高校から再びソ

フトボールを始める。その時にバッテリーを組んだ西村信紀氏（現日本男子ソフトボール

代表監督）と社会人チーム、闘犬センターに入部。U-19日本代表、男子日本代表などを経
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験し、国内大会では数々の優勝を飾る。闘犬センター廃部後、大阪グローバルで2年間プレ

ーした後、男子実業団チームの岡住の監督に就任し指導者の道へ。3年後、男子実業団大会

で優勝し監督を退任。女子1部リーグチームのレオパレスのアシスタントコーチとして女子

ソフトボールの世界へ。その後、2年間 IPU 環太平洋大学のコーチを経て、女子1部リーグ

デンソーの監督として招聘され4年間チームを指揮する。2015女子日本代表 TAP-A アシス

タントコーチとして USA カップ準優勝、カナダカップ優勝を飾る。 

 

＜バスケットボール部＞  

・バスケットボール部は 2015 年に設立致しました。社内の他の競技に比べ、現状、活動実

績が乏しい状態であります。しかしながら、 終的には、優秀な指導者を招聘し、優秀な

選手をどんどん採用し、企業チームとして会社の看板を背負って全国大会で活躍できるよ

うな体制を整えていきたいと考えております。2017 年度からはしっかりと選手のスカウト

活動を行って参りたいと考えております。 

                           （代表取締役社長 川戸康嗣） 

 

・現在バスケ部はプレイヤー4 人、マネージャー2 人です。 

練習は浜寺ユースホステルの体育館で２時間、月に 1 回皆が集まれそうな日を選び練習し

ています。練習内容は罰ゲームありのシュート練習など皆で楽しくできるメニューを取り

入れてます。プレイヤーが、少ない為試合形式練習などができないので、バスケを昔やっ

ていた！など、運動不足で運動がしたい！など思っている人が居れば是非来てください。 

                             （代表部員 黒川雅史） 
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＜サッカー部＞ 

ホークスドリームサッカー部が発足してもうすぐ２年になります。 

初めは羽衣の小さなグラウンドから練習をスタートして１年後には鴨公園の広々としたグ

ラウンドに代わり、今年は高石市には一つしかない高師浜運動広場の人工芝のグラウンド

と少しずつではありますが目に見えるステップアップが出来ていると思います。 

しかしまだ部員数が少なく練習時間も限られているのが現状です。 

練習内容は基礎を中心に練習して楽しみながら取り組んでいます。 

これから冬にかけてはとても良いグラウンドで練習ができているのでもう少しミニゲーム

や試合形式の練習なんかも取り入れていきたいと思っています。 

現在は月２～３回２０時から２１時で活動していますが、選手のレベルに合わせてさらな

る練習環境の整備、選手の補強を行っていきたいと思います。 

現時点では、未経験者大歓迎ですので興味のある方は一度体験でもいいので参加して見て

ください。 

                            （取締役副社長 川戸啓資） 
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＜ホークスドリームスポーツ＆ビューティー整骨院＞ 

 

この度、ホークスドリーム事業部にて、スポーツ＆ビューティ整骨院を開院することと 

なりました。当院は、スポーツをしている選手・アスリートを全力で応援いたします。 

スポーツブランド「ホークスドリーム」として、スポーツアスリートの支援という側面 

から、各競技の目的や目標に応じた身体づくりを行い、 高のコンディションで 高の 

パフォーマンスを実現出来るようにマッサージやストレッチ等、個々の必要性に応じた 

トレーニング指導を実施いたします。痛みの緩和や怪我の回復・機能向上・健康に関する 

ケアもさせていただきます。 

 

また、店舗内併設にてエステサロンの展開も予定しております。 

「スポーツと美容と健康のトライアングル」をコンセプトに、お一人だけのゆったりとし

た 

空間で、エステティシャンによる洗練された「カラダづくり」「健康づくり」を実現いたし
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ます。 

 

「住  所」大阪市天王寺区鳥ヶ辻1-1-22サウスビル2F 

JR 環状線「桃谷駅」徒歩1分 

「開院予定」平成28年11月 

 

                   （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡）  

 

 

11 月より新たに、美と健康を取り入れた整骨院が開院いたします。 

この度、ビューティ部門を担当させて頂く事になりました山下華代です。 

エステティシャンとして、女性の皆様の日頃の疲れを和らげ、癒しの空間を提供出来る 

サロンを目指しております。 

 

皆様に来店して頂けるのを楽しみにお待ちしております。 

 

    （プロジェクト担当：係長 山下華代） 

 

 

 

 

 

（株式会社ヒューマンドリーム ホークスドリームスポーツ＆ビューティ整骨院 フロア内）  
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（院内 リラクゼーションルーム） 

 

＜ホークスドリーム講師派遣サービス＞ 
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講師派遣サービスを担当させて頂いております森澤です。アスリート、指導者などのスキ

ルアップや支援を目指し少しでも力になれたらと思い、2016 年夏から講師派遣サービスを

始めさせて頂きました。私はソフトボール出身者ですが、ソフトボール競技に限らず他競

技でも活躍できる講師も多数、講師登録をしています。 

 

動作解析のプロを始め、メンタルトレーナー、スポーツビジョンの専門、栄養士、スポー

ツトレーナーなどそれぞれの業界でプロとして活躍をしています。 

 

興味のある方、問い合わせなどありましたら是非、お声掛け下さい。 

 

                        （プロジェクト担当：女子ソフトボール部監督   森澤隆行） 

 

 

 

＜＜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28年 修了見込み者（試験は10月実施）（弊社社員12名） 

青木  隆  石原 愛章    片桐 亜矢     岸脇  遥     楠本 涼太   高橋 拓也      

髙橋 拓真  長谷部 歩美   前河内 一浩  政井 菜々恵  水島 聖菜  山本 真由 

 

②卒業生実績（平成28年9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 

平成28年度 16名（28年10月卒業見込み） 

 合 計  117名 

 

＊次回は１２月の開講を予定しております！！！ 

 資格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。 

 

                                      （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡） 

 

 

・初めて介護職員初任者研修の講師をさせて頂きました。 
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介護職員として働くうえで必要な知識と技術、考え方のプロセスを身につけ、基本的な介

護業務を行うことができるように研修することを目的としています。 

受講生の皆さんは、日中就労されてからの講義なので体力的にも精神的にも大変だったと

思いますが、熱心に学ばれておられました。 

私の説明不足なところもあったかと思いますが、滞りなく終了することができ、受講生の

皆様には感謝しております。 

この経験を活かし、向上心を持ち、今後に繋げていきたいと思います。 

 

 

  （プロジェクト担当：福祉コンサルティング事業部サービス提供責任者 小山 明子） 

 

 

 

 

 

 

 

◆介護福祉士国家試験対策講座 
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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年以上であり、実務者研修を修了された方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。 

 

＜介護福祉士国家試験合格者＞ 

①  平成27年3月 山下 華代 

②  平成28年3月 福西 力、黒田 恭平、大島 梢 

 

◆ケアマネジャー受験対策講座 

本年度より開講予定、福祉業界における 難関資格の受験対策講座です。 

実務経験5年以上の方を対象とした講座であり、専門講師の教育指導のもと、確実に合格す

る 

ためのプロセスに基づき、理論と実践を兼ね備えた必勝講座であります。 

 

                   （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡）  

 

 

     （介護職員初任者研修講座担当 小山明子講師） 
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         （介護職員初任者研修講座講義風景） 
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＜＜社内研修センター キャリアパス人事評価制度＞＞ 

 

社員の皆様、日々の業務、各スポーツ活動、社内研修等、お疲れ様です。 

副社長の西村でございます。 

株式会社ヒューマンドリームの社名は「人々（社員）の夢」を大切にする、そして、その 

挑戦を全力で応援し、一人一人の夢の達成を可能とする会社を目指すという想いが込めら 

れております。 

弊社のミッションは、医療福祉とスポーツの融合を通じて広く社会に貢献し、これからの 

日本社会を支える人材の育成を図ることであります。 

弊社は、全社員へのミッションの浸透と共有により、社員全員で力を合わせて数々の困難 

を乗り越え、今日まで発展・成長して参りました。 

一人一人の社員の心を掴み、グループ組織全体を活性化させ、社員一人一人の幸福の実現 

を追求することこそが、私の使命であり、また義務であると強く感じております。 

一人一人の社員の日々の頑張りにより、弊社は年々飛躍的に成長し続けております。 

 

私自身も社員の皆に負けぬよう、付いていきたいと感じてもらえる人物になれるよう、 

人間力を磨き、「夢」「挑戦」「達成」をアイコトバに日々邁進して参ります。 

 

これからも、皆でチカラを合わせて、前進！前進！前進！ 

 

＜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、部門長会議、ミーティング等）＊幹部候補生対象 

⑤ 係長研修（組織管理、人材マネジメント、財務会計等） 

④ 主任研修（方針・理念、リーダーシップ、組織管理、プレゼンテーション等） 

③ 副主任研修（方針・理念、会社の仕組み、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技法、介護技術等） 

 

                           （取締役副社長 西村 聡）  
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＜社内講習会について＞ 

・皆様、毎月の社内研修お疲れ様です。研修担当の山下です。 

入社されて半年が経ち、日々の業務にも慣れてきた頃だと思いますが、少しでも社内研修で 

学んだ知識や技術が活かされていれば、講師として嬉しく思います。 

私は、本年度、新入社員育成研修とセカンド社員育成研修を担当させて頂いておりますが、 

新入社員の方の成長とセカンド社員研修を受けておられる方の 2 年目の成長をとても実感して 

おります。毎回良い刺激を受けながら、私自身も日々精進していきたいと思っています。 

新入社員の方は、成長と同時に社会人としての様々な壁にぶち当たる頃でもあるかもしれません。 

ヒューマンドリームには相談しやすい環境があります。 

仕事上での悩みや人間関係など、一人で抱え込まずに気軽に相談していただけたらと思います。 

皆様のさらなる成長、飛躍を切に願っております。 

        

       （セカンド社員研修・新入社員育成研修統括責任者 係長 山下華代講師） 

                                    

・今期、副主任研修を担当させていただき、講義を通して受講生と共に成長したいと考え

ております。この副主任研修には、新人研修から昇進してきた方、介護経験の長い方、短

い方などさまざまなメンバーが在籍しています。 

どのように進行すればできるだけ多くのメンバーに分かりやすく、またモチベーションの

アップにつながる講義にできるかを考えながら取り組んでおります。 

そして、実際の講義を行ってみて、伝えることの難しさ、メンバーとしっかりとコミュニ

ケーションを図ることの難しさを痛感しております。 

また、講義を受講していただいたメンバーにとって、内容が不十分と感じたり、興味が沸

く講義でなかったときもあったかと思われます。 

その点は反省して改善してまいりますので、今後とも引き続きよろしくお願い致します。 

                                             （副主任研修担当 主任 豊島潤講師） 

 

・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。 

働く職場によって病院の方針や雰囲気様々な環境があると思います。 

しかし、基本をしっかり学んでおけばどのような場面でも応用が効くはずです。 

その基本を教えることが自分の仕事だと思ってやってきました。 

今回研修を受けてくれた皆様は次は後輩が出来て上の立場で働くことになります。 

言葉だけでなく行動で示していける人に成長していってほしいと思っています。 

仕事で上手くいかないこともあるかと思いますがいつでも相談に乗りますので分からない

ことがあれば聞いてください。自分もまた成長出来るように日々精進していきます。 

 

                  （セカンド社員研修担当 副主任 石原愛章講師） 
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・私は、入社して３年目になりますが、初めて、新人研修の講師をさせて頂きました。 

他の講師の先輩方に見本を先に見せてもらっての研修になりました。その中で、アドバイ

スや、サポートを頂きなんとか研修になっていたと思います。 

私にとって、プラスになることばかりで、吸収するものがたくさんありました。人に教え

ることの大変さ大切さを感じました。 

しっかり教えられているか分かりませんが、とても有意義な時間を頂いていることに、感

謝しています。 

 

                  （新入社員育成研修担当 副主任 尾舘真央講師） 

  

・私は今年で入社３年目、新入社員研修講師としては、２年目を迎えております。私自身、

昨年部署移動があったこともあり、自分の出来る仕事や指導できる仕事の幅が広がり、講

師としても、昨年より自信を持って研修に臨むことが出来ています。しかし、教える立場

として相手に教える、伝えるということの難しさは変わらず常に感じています。今年も昨

年同様、自分が受講している社内研修、また介護初任者研修を通して、講師側の立場とし

ても勉強させて頂き、自分の講師としてのスキルアップに繋げていきたいと思います。職

場での仕事においても、積極的な姿勢を常に持ち、新入社員の皆様と共に成長していける

よう頑張ります。 

                 

                 （新入社員育成研修担当 副主任 長谷部歩美講師） 

 

私は、5 年間ほど介護の仕事をしてきました。そして、昨年から介護職員初任者研修の 

講師をさせて頂き、今年からは社内研修の講師にも挑戦させて頂いております。 

研修を進めていく中で、「相手に何かを伝える」ということはとても難しいことであると 

実感しております。試行錯誤しながら、自分の得た知識や経験を少しでも多く伝えようと

考えています。 

皆さんから頂いた貴重な時間（研修を受けている時間）を個々の成長に繋げ、それが 

患者様へのサービスに還元されるように、一緒に切磋琢磨していければ幸いです。 

これからも宜しくお願い致します。 

 

                      （新入社員育成研修担当 仲健太講師） 
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・2016 年度社内研修センター講師紹介 

 

      （係長研修担当 社長 川戸康嗣講師） 

 

 
      （主任研修担当 副社長 西村聡講師） 
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       （副主任研修担当 主任 豊島潤講師） 

 

 

 
（セカンド社員研修・新入社員育成研修統括責任者 係長 山下華代講師） 
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    （セカンド社員研修担当 副主任 石原愛章講師） 

 

 

    （新入社員育成研修担当 副主任 尾舘真央講師） 
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 （新入社員育成研修担当 副主任 長谷部歩美講師） 

 

 

        （新入社員育成研修担当 仲健太講師） 
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＜福祉コンサルティング事業部＞ 

ケアプランセンター、訪問介護事業所（介護支援センターあったかスマイル） 

 

平成27年10月より新たに誕生した福祉コンサルティング事業部ですが、皆様の日々の頑張

りにより、無事に第１期目を終えることが出来ました。ありがとうございます。 

介護福祉（訪問介護や移動支援、ケアマネ業務）へも事業展開が行われたことにより、皆

様にはより一層幅広いキャリアパスが拓かれております。 

実務経験と努力を積み重ね、初任者研修、実務者研修、介護福祉士国家試験、ケアマネジ

ャーの資格を取得すれば、確実に社内での活躍の場は確保されております。 

 

初任者研修資格の取得者については、月に数回からのトライも可能となっております。 

ぜひ自身のキャリアアップに繋げて活躍の幅を広げてもらえたらと思います。 

 

＜福祉コンサルティング事業とは＞ 

◆訪問介護・・・利用者様の自宅へご訪問し、身体介護や生活援助サービスを行います。 

◆移動支援・・・利用者様とともに、外出や余暇活動（スポーツ活動や映画鑑賞、買い物

等） 

        の移動のサポートを行います。（ガイドヘルパー） 

 

＜福祉コンサルティング事業部 社員活動実績＞ 

黒田 恭平（移動支援、ガイドヘルパー） 

吉田 英晃（訪問介護） 

                  （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡）  
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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） 

 

 

＜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、2017 年 4 月には第 7 期

生の受け入れ、創設 7 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。2015 年度は合格者は出したもの

の過去 10 年の中で全国の合格率も低く、当予備校におきましても創設以来、一番厳しい結

果となりました。2016 年度こそは、塾生 19 名、全員合格を目指して指導して参りたいと

思います。2016 年度は北海道、東京都、三重県、愛知県、広島県、福岡県、宮崎県、岡山

県等、近畿圏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

としての存在価値も増してきております。2017 年 3 月の第 30 回臨床工学技士国家試験も

あと残り 4 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引き続き、暖か

い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） 
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   （ 岡田守民塾長講義風景） 

 

                            

＜大谷啓政治塾＞ 

 

＜大谷啓塾長プロフィール＞ 

塾長：大谷啓（前衆議院議員） 

＜学歴＞ 

1986 年 3 月 私立灘中学校 卒業 

1989 年 3 月 私立灘高等学校 卒業 

1994 年 3 月 東京大学法学部 卒業 

＜職歴＞ 

1994 年 4 月 住友商事株式会社入社 

入社以来、IT 系の部門に所属し、新規ビジネスの開発、米国シリコンバレーを中心とした IT ベンチャー

企業への投資などの業務に従事。 

2003 年 8 月 小沢一郎政治塾 修了。（二期生） 

2007 年 日本の様々な問題点を肌で感じ、一方で何も変わらない、変えられない日本の政治にいてもたっ

てもいられなくなり、出馬を決意。 

2009 年 8 月、第 45 回衆議院選挙において大阪府第 15 区より出馬 123,651 票を得票し、初当選。 
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   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、2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。2017年1月からは3年目に突入し、新たな塾生も加え意

識レベルの高い人材育成に力を注いで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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＜2016 年 4 月 1 日 2016 年度入社式・新入社員歓迎会を開催いたしました。＞ 
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＜2016 年 8 月 24 日に第 6 回社員慰労会を開催致しました。＞ 
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 45
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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、2016年度20校 

②過去11年間の採用実績について（2006年～2016年10月末時点） 

（社員出身校一覧） 

＜大学・大学院＞ 

・筑波大学、大阪府立大学、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、桜美林大学、川崎医療福祉大学、東海大学、姫路獨協大学、東北福祉大学、美

作大学、九州共立大学、武庫川女子大学、園田学園女子大学、山梨学院大学、大阪学院大

学 
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＜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11月以降開始のプロジェクト進捗について 

・ホークスドリームスポーツ＆ビューティー整骨院（2016年11月より開院予定） 

・株式会社ヒューマンドリーム、新ホームページ完成（2016年11月より開始予定） 

・ホークスドリーム女子ソフトボール部（2017年4月より本格始動）  

 

★2017年4月以降のヒューマンドリームプロジェクトについて 

・株式会社ヒューマンドリーム 東京出張所設立の検討 

・株式会社ヒューマンドリーム 兵庫出張所設立の検討 

 

 

・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/ 

 


