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◆兵庫県の事業補助を受け、就業・起業のサポート事業を行なってい
ます。厚生労働省認可「無料職業紹介所」です。

TEL 078-841-0387

FAX 078-841-0312

E-mail ⇒ info@cs-wallaby.com
URL⇒ http://www.cs-wallaby.com

★無事にコンペ合格★

今年度もどうぞよろしくお願いします！
昨年度の CB 交流サロンの様子

ワラビーは昨年度末、兵庫県のコンペ審査に無事合
格し、引き続き神戸東地域での生きサポ事業を担当す
ることになりました。今年度もよろしくお願いします。
０８年度のスタートにあたり、事業体制や計画の主要
な点をお知らせします。
１． 事業体制
開設日時 月〜土曜日 ９：３０am〜５：３０pm
スタッフ

④ＣＢ交流サロン

（祝日、年末年始・夏期休暇を除く）

ざっくばらんな交流の中から、起業・就業の新たな芽

常勤

村上義弘 狩野仁未

が生まれます。年間４回(5,7,9,1 月)開催予定。

非常勤

飛田敦子 中村順子

⑤インターンシップ事業

２．事業内容

学生や社会人向けの実践コースです。プログラム

①情報提供

は、各人の研究目標により、ご相談に応じます。

ホームページ、月刊情報誌「ワラビー」、週刊メルマ

ＮＰＯ研 究 員

ガなどによって、広く情報を提供します。
②相談業務・無料職業紹介事業
起業・就業をめざす方のご相談に応じます。
相談者の年間見込み 3,000 人。
③講習会・セミナーなどの研修事業
ＣＢゼミナール
経理初心者講座
起 業 体 験 者
セミナー
ＮＰＯ設立スキル
セミナー
ＮＰＯ事務スキル
セミナー
市民後見人養成
ゼミ
ワラビーツアー

ＣＢに関心のある初心者向けの基礎
講座で、ＣＢの意義や実際を学ぶ
ＣＢなどで経理事務を担当するために
必要な知識や実践スキルを習得する
ＣＢ起業経験者の体験事例に学びな
がら、自身の起業と運営を研究する
将来的な発展につながる上手なＮＰＯ
設立スキルの習得（詳細２頁参照）
ＮＰＯ団体の事務に関する専門的な
知識・スキルをブラッシュアップする
成年後見人制度に基づいて市民レベ
ルで活動できる人材を養成する
ＮＰＯやコミュニティ・ビジネスの実際
を見て、その概要を知る（約 2.5時間）

※日程などの詳細は追ってお知らせします。

インターンシップ

企業ＯＢなどが体験の中で地域活動
やＣＢ起業を研究する個人別研修
ＮＰＯやＣＢについて研究したい学生
や企業人対象の導入研修

※お申込みは随時受付、詳細はお問合せください。

⑥コンサルテーション
ＣＢ運営支援のため、コンサルタントを派遣します。
⑦ＣＢ起業トライアル
ＣＢ起業を実際に体験する中から学べるよう、実験
的に短期間テストランする経費を支援します。
⑧市民活動サポート基金
地域貢献意欲が高く有望な団体の起業・運営を支援
するため、ＣＳ神戸の独自資金で助成を行ないます。
⑨障がい者の生きがい発見の支援
ＣＳ神戸および関連施設で、障がい者の生きがいづ
くりにつながるしごとのトレーニングを行います。
⑩団塊世代の元気推進事業「企業向け出前講座」
企業人のボランティアや定年後の地域活動を案内す
るため、出前講座や情報提供を行ないます。

新企画「ＮＰＯスキルセミナー」開催のお知らせ
―団体立ち上げ・運営ノウハウを実例に基づき具体的に ―
08 年度の講座・セミナー事業は、さらに中身を充実させたラインナップを順次計画中です。
新機軸の企画もいくつかありますが、「NPO 立ち上げ、運営支援」のための標記セミナーもその一つで、セミナー名、開
催時期は以下のとおりです。

ＮＰＯ団体設立スキルセミナー

６月、８月（土曜日各１回）

ＮＰＯ法人事務スキルセミナー

11 月〜12 月（土曜日４回）

いずれも、オーソドックスなテーマの中にも、多くの事例を踏まえた具体的に理解しやすい内容です。団体設立を考え
ている方、NPO で事務を担当する方、ぜひご参加をご検討ください。
６月に実施するセミナーの日時・内容は以下のとおりです。

6 月 7 日（土） 14:00〜15:30

テーマ 「発展につながるＮＰＯ団体立ち上げスキル」

講師：村上義弘（ワラビーセンター長）

場所：ワラビー事務所

参加費：1,000 円

内容：上手な団体の立ち上げ方、法人形態のいろいろと法人化のメリット・デメリット。
ＮＰＯ法人立ち上げのポイント、申請時に留意すべきこと。
その他、ワラビーで立ち上げ支援した豊富な実例に基づき丁寧にノウハウを説明します。
なお、８月開催の内容も、６月とほぼ同様です。設立予定の方は、どちらかご都合の良いほうにご参加ください。

11,12月開催のＮＰＯ法人事務スキルセミナーは、ＮＰＯの税金、年末調整、給料や社会保険などについて、事務
処理のポイントを説明します。講師には、ＮＰＯの実態に明るい税理士やＮＰＯ会計の専門家を予定しています。Ｎ
ＰＯ団体の中で実務を担当している方への力強い支援になると思われますので、ぜひご期待ください。

スタッフ紹介
２００８年度のワラビーはこのメンバーで、皆さんの 想いの実現 に向けて、ご一緒します。よろしくお願いします。
むらかみ

よしひろ

村上 義弘
（センター長）
ワラビーは「生きがいし
ごと」探索のへの発進基
地です。できるだけ多く
の人にご参加いただき、
全員が目的に到達される
ことを願っています。

か

の

ひ と み

狩野 仁未
（コーディネーター）
一人一人が抱かれる「生
きがいしごと観」を大切
にしながら、一緒に様々
な可能性を探れることを
楽しみにしています。

なかむら

じゅんこ

中村 順子
（スーパーバイザー）
地域のために働きません
か！この道 26 年、元気
の活力素は地域の為に汗
を流すこと。元気をご希
望者の方は、迷わずワラ
ビーへお越しください。

ひ

だ

あ つ こ

飛田 敦子
（コーディネーター）
常識だけにとらわれない
「生きがいしごと」や、
様々な出逢いをお探しの
皆さま、事務所にてお待
ちしています。

こんな人を求めています
Ｎｏ

Ｂ-496

Ｂ-516

Ｂ-521

Ｖ-96

求人団体名

職

キッズワールド・
アフタースクール

種

①学童保育所指導員
②指導員および調理

ビューティーＫ

美容室での

美容室

アシスタント業務

社会福祉法人

作業援助を通した

木の芽福祉会
御影倶楽部

障がいある人たちへの
支援

地域活動グループ
＜チャレンジ
ひがしなだ＞

有償ボランティア
障がい者の
宿泊支援

無償ボランティア
Ｖ-97

ドングリネット神戸

①ドングリ苗畑作業
②ドングリタイムス
編集・ＨＰ作成
無償ボランティア

V-99

羊歩の会

地域貢献や生きがいにつながる仕事を紹介しています。
既に就業が成立した場合はご了承下さい。求人票のご提出大歓迎。

識字教室での日本
語学習のお手伝い

条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他)
最寄駅 ＪＲ住吉
資格 保育士、調理師、看護師などの資格
があれば尚良
経験・能力 簡単なＰＣ操作（メールの送受信
ができる程度）、子育て、あるいは保育経験のある方
勤務日時 ①週 5 日（月〜金） 14：00〜19：30 ②週２日以上
（ 月 〜 金 の 中 で 応 相 談 ） 17 ： 00 〜 20 ： 00
休日 土日祝
給与 時給 800 円 試用期間１ヶ月
最寄駅 市バス鶴甲３丁目 資格 不問（美容師資格があれば
尚良） 勤務日 定休日（毎月曜日、第３火曜日）以外で応相談
勤務時間 9：00〜16：00 で応相談 給与 時給 800 円 交通費
上限 1 万円/月
最寄駅 阪神御影 資格 普通自動車免許 経験・能力 不問
勤務日 週 2 日程度（木・金）
勤務時間 9：15〜15：45（休憩
30 分） 給与 時給 850 円 交通費 上限 1,000 円/日
保険 労災 試用期間 3 ヶ月
知的障がいのある人たちの自立生活を目指した宿泊訓練を行っ
ています。
最寄駅 阪神石屋川 活動内容 夕方から翌朝にかけての見守
りや声がけなどのサポートをお願いします。 活動日 女性 毎
月第 2 金〜土曜日 男性 毎月第 3 金〜土曜日 活動時間
夕方 4 時〜翌朝 10 時（応相談） 謝金 5,000 円 交通費 実費
市民が楽しみながら自主的に街の緑を育てるシステムを提供して
います。
活動場所 ①西区押部谷町木見東 ②ドングリ事務局（神戸市西区井
吹台）またはご自宅 活動日時 ①土日中心（参加人数次第） ②不
定期（応相談）
交通費 支給 謝金 ②は内容により寸志支給
日本語の読み書きを学ぶ機会のなかった方々が読み書きや朗読
を楽しんでいます。
最寄駅 阪神春日野道 活動日時 毎週金曜日 10：00〜12：00
交通費・謝金 無

こんな仕事や職場をさがしています

就業先をお世話いただける方は
ワラビーまでご連絡を！

Ｎｏ

お名前

こんな仕事をさがしています

ひとことメッセージ

179

Ｋさん（女・57 才）

販売・接客など

カフェや小物販売のお店などで仕事をしたい

002

Ｍさん（女・56 才）

塾の講師など

経験を活かした文系の学習指導で、子ども達に分かる喜びを！

005

Ａさん（女・30 才）

英語を活かせる仕事

起業情報

英語、子どもや留学に関する仕事でがんばりたい

ご自身も起業を考えるなど、ご興味がある方は、ワラビーまでご連絡ください。

Ｎｏ

お名前

事 業 内 容

実施地域

ひとことメッセージ

067

Ｋさん（48 才）

高齢者福祉

西宮市

その人らしい暮らしができるよう、常に見守り援助のできる環境を！

083

Ｓさん（26 才）

外国人支援

神戸市

外国人の住環境をサポートできる団体を立ち上げたい

001

Ｋさん（55 才）

講師業

神戸市

長年研究してきた自然食品をテーマに講演活動をしたい

ＣＢ交流サロン「想いと行動力で立ち上がった若者起業」開催のお知らせ
今年度最初のサロンは、ＮＰＯ法人「月と風と」理事長、清田仁之さんをお迎えして開催します。
劇団員、一般企業のサラリーマンなどを経て、障がい者福祉の仕事に携わること５年。「ともに生
きていく仲間として、障がい者と地域を結びたい！」という強い想いを形にするため、06 年 11 月に
ＮＰＯ法人「月と風と」を立ち上げました。
ヘルパー派遣事業と平行して、楽器演奏など音楽を通じて障がい者と地域をつなぐ「おうちで
音楽」、創作した詩を朗読し合う「詩のワークショップ」、障がいの有無に関わらず銭湯を語らいの
場にするための「おふろヘルパー養成講座」など、ユニークな活動を展開しておられます。アートや障がい者福祉に興
味のある方、起業をお考えの方、よくわからないけどなんだか面白そうだなぁ、という方、ぜひご参加ください。
日

時

２００８年５月２４日（土） １４：００〜１６:００

会

場

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）

料

金

５００円

ゲ ス ト

きよたまさゆき

清田仁之さん （ＮＰＯ法人月と風と 理事長）

リレーエッセイ(37)「私の生きがいしごと」

新星電気株式会社
まえだ

みつよし

前田

光侯さん（東灘区・62 才）

定年後も何らかの形で社会参加をつづけたい、と考えていました。そんな訳で神戸市のシル
バー人材センターにも登録し、多少のお仕事もやらせて頂きましたが、時間給という枠で拘束さ
れた仕事は、長年、営業・管理職をやってきた身にはなじめないものでした。
折りも折り、営業促進的なお仕事で、勤務条件も交渉次第というお話があり、半信半疑でワラ
ビーの事務所に伺ったのが最初でした。
新星電気という会社は地場の制御盤の製作メーカーですが、同時に「地球環境への貢献」と
いうテーマにも取り組んでいます。「ＮＰＯ法人ワット神戸」のメンバーでもあり、地元に根を張る企業ということでした。
風力発電、太陽光発電、雨水利用等で地球環境に貢献したいというのが社長の考えで、及ばずながら私も応援したい
気になり、昨年の 10 月から勤務することになりました。
当面は、商品知識、業界勉強、社会の省エネの取り組み等を学ばねばなりませんし、実践の中から体得しなければ
ならないものがたくさんあります。「学びつつ、社会に貢献できる」、そんなことができればいいな、と考えています。
働き始めてまだ５ヶ月しか経過していませんが、どういう形で貢献できるのか、社長やＮＰＯのメンバーたちと相談し
ながら、すすめていこうと思っています。

ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸（ＣＳ神戸）

編集後記

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （愛称：ワラビー）

事務所付近の
ソメイヨシノは
おおかた散ってしまいまし
たが、代わりに新緑が鮮
やかになり、行く人の目を
楽しませてくれています。
そして今年も事務所前に
はツバメの親子が里帰り。
雛のピーピーという声と共
に、足元にはしっかり落し
物も･･･。おかげで掃除の
頻度も増えそうです。（A）

〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町２−13−１ 森田ビル３階
（ＪＲ神戸線「住吉」駅北西すぐ）
ＴＥＬ：０７８−８４１−０３８７
開室日：月曜日〜土曜日（日・祝休み）
開室時間：９：３０〜１７：３０
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

「生きがいしごとサポートセンター」事業は、他に「阪神北」、
「阪神南」、「神戸西」、「播磨東」、播磨西」があります。
詳しくは上記までお問合せください。

