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～あのハイボールで共に長寿を～

Bar Heaven

今年の５月にオープンした、昔懐かしいハイボール
バ ー

ヘ

ブ

ン

-しんどいこと、楽しいことを教えてください。

が飲めるお店「Ba r H eaven 」。30 年来の夢を実現

オープン当初は、お客さんを「待つ」ということに慣れ

し、神戸市中央区にバーをオープンされたオーナーの

ていなかったため、自分のペースを掴むのに少し苦労

田中正樹さん（60 歳）にお話を伺いました。

しました。逆に、ハイボールを飲んだお客さんが「おい

-バーをオープンされたきっかけを教えて下さい。
30 歳の頃、中央区にある
「コウベハイボール」というス

しいなぁ」とか「懐かしいなぁ、あの時は･･･」等と言って
くれるときは、本当にやってよかったな、と思います。

-将来の夢を教えてください。

タンディングのバーによく出入

コンセプトは「お酒が飲める地域の寄り場」。ここで出

りしていました。長年通ってい

会った人同士がサークルを立ち上げたり、ライブをした

ましたが、惜しまれながら 90

りしながら、“共に長寿をはかれる場” になっていって

年に閉店。あの味、あの雰囲気をもう一度再現できれ

ほしい。また、自身の経験から、がんと闘病している人

ば、と思っていました。もうひとつは 3 年前に患った喉

が、悩みを語り合えるような企画も考えたいです。

頭がん。社会復帰できたら、僕たちのような団塊世代

-起業を考えている方にメッセージをお願いします。

が気軽に集えるようなバーをオープンさせる、という目

一番大切なことは「夢をあきらめない」ということ、そ

標が生まれ、闘病生活を乗り切ることができました。退

して「仲間」です。最低 3 人の仲間がいれば、夢はカタ

職後、60 件以上の物件を見てまわり、準備を重ね、念

チになっていくと思います。それから、がんばるけれ

願のバーをオープンさせました。

ど、無理もしない、期待するけど、期待しすぎない、そ

-資金はどのように工面されたのですか？
退職金の一部を充当し、借り入れはしませんでし
た。壁紙の貼り付けやカウンターづくり等の内装に関し
ては、主宰している「グッド・バー同好会」の仲間たち
や、ワラビーで紹介いただいたボランティアの方々が何
かと手伝ってくれたので、随分助かりました。

-お客さんはどのような方々ですか？
すでに退職された方、会社帰りのサラリーマン、その
昔「コウベハイボール」の常連だった方など様々です。
一日 15～20 人位で、口コミがほとんどですね。皆さん
大歓迎ですが、特に今後退職する団塊の世代の方々
が気軽に立ち寄れるバーになれば、と思っています。

のあたりのバランスが必要ですね。ワラビーの起業セミ
ナーや相談システムをうまく活用し、あきらめずに、が
んばっていただきたいと思います。

Bar Heaven

～あなたの長寿を支縁したい～
神戸市中央区栄町通 5-10-1 アミーゴスビル 4 階
（JR 元町駅、南京町西門南）、TEL 078-331-0558
平日 15：00～21：00、土日祝 13：00～19：00（水曜休）

起業体験者セミナー「心と話したら私の事業が見つかった」開催のご報告

― 湧き出 る思 いを書 いて自 分 の考 えをはっきりさせる ―
コミュニティ・ビジネスを起業するには、実際に立ち上げた人にお聴きするのが一番、今年も 4 回シリーズで起業体験
者セミナーを開催します。その初回、6 月 28 日(土)の内容を以下にご報告します。
講師は、事務代行プロップ代表の広井かほるさん。54 歳時に転職を志し勤務先を退職。経理に精通しているつもりで
も、年齢的にどこも雇ってくれないことを痛感。雇ってくれないなら自分で起業をと考え始め、何をしたいのか、何が出来
るのか、自分の心と一生懸命話したのがこの時期でした。
社会の変化を見つめ考える中で、思いつきました。世の中、起業が増えているが、経理スタッフを雇えない小規模事
業も多いはず。会計事務所に頼みがちだけど、事業主はもっと使い勝手の良い事務屋さんを求めているのでは？ワラ
ビーの起業セミナーを受講した後、度重なる相談を経て立ち上げ、顧客は徐々に増えてきました。楽しみなのは、同年
代の女友達 3 人がプロップに参加したいと言ってくれていることで、やがて事業が拡大して来たら、4 人で相互に強みを
生かし、助け合いながら運営して行く日もそう遠くないことでしょう。
起業へのステップで大切なことは、“雇われ脳”の思考回路から“自立脳”への切り替えであり、広井さんは自分の考
えをはっきりさせるため、湧き出る思い全てを自分の言葉で紙に書いたそうです。また、最もネックになるのは案外自分
の中のマイナス思考だから、マイナスイメージを払拭しプラス思考の人に相談するなどの秘訣が話されました。
受講者からは、企業秘密がある中で顧客開拓は難しいのでは？などの質問が出
ていました。広井さんからは、ｆａｃｅ ｔｏ ｆａｃｅのコミュニケーションを大切にしていると
の説明があり、それが信頼獲得につながっているようです。
サロンの様子 （中央奥が清田さん）

■ 事務代行・プロップ
☆アウトソーシングで事務シゴトをサポート☆
神戸市東灘区御影中町 4-3-5-201 TEL（078）413-4708 FAX（078）854-7275
セミナーの様子（中央奥が広井さん）

「福祉の就職総合フェア 2008 in HYOGO」 のご報告
―主な参加理由は｢人の役に立ちたい」「人が好きだから」―
６月２９日（日）、ポートアイランドの神戸国際展示場で「福祉の就業総合フェア」が開催され、ワラビーも他の生きサポ
と合同でブース出展しました。 当日は小雨のぱらつくあいにくの天気でしたが、参加者は 1,000 名を超しました。前回、
昨年 12 月に行われた同フェアの参加者数を大きく上回る賑わいで、順番待ちのブースも目立ちました。
参加者の顔ぶれは、就職活動中の学生が中心でしたが、中には別の分野にという転職希望者や、定年後に何か社
会貢献をという思いで参加された方もいらっしゃいました。全国的に福祉分野の人材不足が喧伝される中、このフェアは
参加者が多いので、どのような気持ちで福祉のしごとを選ばれるのかを尋ねてみました。
最も多かったのは、「人の役に立ちたい」、「人が好きだから」でしたが、印象深いコメントもありました。就職活動中の
学生の、「どうしても“治らない”ものを抱えて生きていかなければならない人たちに対し、“病気を治す”という方向では
なく、あるがままを受け入れ支えとなっていける福祉方面に魅力を感じた」や、現在福祉の仕事に就いている人の「家庭
事情で大学を中退し、福祉の仕事をあきらめたこともあったが、学び直してまた福祉
の世界に戻ってくることができた。言葉ではなく、心と心が通じ合える喜びは何にも
換えがたい。この喜びを知ってしまうと、辞められなくなります」などです。
参加した福祉団体は、前回よりかなり増え１９２団体でした。各団体の詳細情報
や採用条件等がまとめられた冊子がワラビーでもご自由に閲覧いただけます。
ご関心のある方は、お気軽にご訪問ください。
現場での合同説明会の様子

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。

こんな人を求めています
Ｎｏ

Ｂ-552

求人団体名

ＮＰＯ法人
ＣＯＭ総合
福祉研究所

職

種

産後登録ヘルパー

条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他)
赤ちゃんが生まれたばかりのお宅へ伺って家事と育児のお手伝いをして
いただきます。
勤務地 神戸市東灘区内の利用者宅
資格 ホームヘルパー2 級 3
級、保健師、助産師、看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士等の資
格をお持ちの方、または子育てに関する事業に従事した経験のある方
勤務日時 応相談（利用者ニーズによる）
給与 時給１ ,000 円
交通費 上限 1,000 円/日
指導員、保護者がガッチリとスクラム組んで、子どもの成長を見守ってい

Ｂ-553

Ｂ-557

Ｂ-559

Ｖ-102

東灘学童保育所
どろんこクラブ

学童保育指導員

る学童保育所です。
最寄駅 阪神深江、ＪＲ甲南山手 経験・能力 不問 勤務日 週 5～
6 日（応相談） 勤務時間 平日 12：30～17：30 土曜日、学校長期休暇
期間 9：00～17：30（応相談）
休日 日、祝、第２土曜日、盆休み、年
末年始、有給休 時給 800 円～900 円
交通費 実費（2ｋｍを超え
る場合のみ） 保険 雇用、労災
試用期間 3 ヶ月

ＮＰＯ法人
ひょうご被害者
支援センター

会計事務

犯罪被害にあわれた方のサポートをしています。
最寄駅 ＪＲ・阪神元町
資格 日商簿記 2 級程度
経験・能力 伝票の
作成から決算書の作成までの経験のある方
勤務日時 週２日 10：00
～16：00
休日 日、祝、お盆、年末年始
給与 時給 900 円
交通費
実費
保険 労災

ゆうゆう倶楽部

運転手
（デイサービス
利用者の送迎）

学習療法を中心としたアットホームな楽しいデイサービスです。
最寄駅 阪急六甲
資格 普通自動車運転免許
勤務日 週 3～5 日
勤務時間 8：40～（１時間程度） 16：10～（１時間程度）
給与 日給
2,500 円

ボランティア募集

障がい者自身で運営している当事者団体です。
募集内容 視覚障がい者対象のピア・カウンセリング講座の手伝い（設
営撤収、誘導、配膳等） 活動場所 しあわせの村
活動日時 8 月
31 日（日） 9 時～13 時、16 時～19 時 9 月１日（月） 11 時～13 時、16
時～19 時 9 月 2 日（火） 11 時半～13 時半のうち 1 日以上 交通費
実費 ＊事前研修（2～3 時間程度）があります

自立生活センター
神戸Ｂe すけっと

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

045

Ｆさん（女・45 才）

キャリアカウンセリング

人と関係を築いていくことが好きで、これを仕事につなげたい

046

Ｉさん（男・59 才）

社会貢献ができること

広報誌の編集作業などが一番得意です

048

Ｆさん（女・61 才）

障がい者支援の仕事

小規模作業所などで、調理師経験を活かして働きたい

起業情報

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

015

Ｔさん（29 才）

アート活動

尼崎市

アートで人に元気を届けたい！を合言葉に活動しています

016

Ａさん（46 才）

障がい者支援

神戸市

障がい者が普通に就職できる社会作りをめざしたい

017

Ｙさん（34 才）

マイクロクレジット

海外

ひとことメッセージ

海外で展開中の活動の賛同者を募りたい

ＮＰＯスキルセミナー「発展につながるＮＰＯ団体立ち上げスキル」開催
こんな疑問をお持ちの方いらっしゃいませんか？
●

活動や事業のために団体をつくりたいが、具体的にはどうすればいいか？

●

法人、個人事業のどちらがいいか？ 法人にはどんな種類があり、お役所への手続きはどうしたらいいか？

そんな方にうってつけのセミナーで、今年６月にも多数のご参加を得て同じ内容で開催しました。
その際、受講いただいた方から、上記以外に次のような質問も出ました。
●

NPO 法人格にはどんな特徴があるか？そのメリット、デメリットは？

●

ＮＰＯ法人スタッフは、給料はどの程度払われるのか？スタッフや理事は、他の仕事と兼務ができるか？

●

世代の違う人たちとの仲間のつくり方はどうしたらいいか？

団体設立をお考えのみなさん、こうした数々の疑問を解明しながら具体的に学べる当セミナーに、ぜひご参加ください。
日
時
会
場
講
師
受 講 料

２０ ０８年 ８月 ３ ０日 （土 ） １４ ：００ ～１６:０ ０
生 きがいしごとサポ ート センター神 戸 東 （ ワラビー）
村 上 義 弘 （ワラビー センター長 ）
１，０ ００円
定 員
１ ０名
お申込み･･･まずはお電話ください！ 078-841-0387 担当：狩野・飛田

リレーエッセイ(40)「私の生きがいしごと」

社会福祉法人 木の芽福祉会

兼氏 幸恵さん（灘区･28 才）

私は今年の 3 月末まで、障がい児の学童保育の様な役割である「タイムケア事業」で、障がい
児支援員の仕事をしていました。しかし 4 月から精神保健福祉士の資格取得の為、夜間の専門
学校へ通学が決まっており、それまで勤めていた仕事を辞めなければなりませんでした。
「どうせなら以前勤めていた経験が活かせて、精神障がい者の現状を学べ、精神保健福祉士が
活躍している場で仕事ができればなぁ」と思い、インターネットで検索したところ、ひっかかったのが
ワラビーでした。早速出向いたところ、仕事を色々紹介して頂き、私が求めている条件にピッタリと
合う仕事に出会う事ができました。
現在は障がい者の就労支援施設である「御影倶楽部」と、障がい者の居場所提供や相談業務を行う地域活動支援
センター「わかば」で働いています。こちらで仕事をさせて頂いてから 3 ヶ月が経ちますが、毎日が新鮮で、素敵な方々
との出会いがあり、本当にあっという間に時間が過ぎました。この仕事自体が私にはとても楽しく、また学校で学んだ事
がそのまま今の仕事内容に繋がるので一石二鳥。本当にここで仕事ができるのは幸せだなぁと日々実感しています。
これからも現場で障がい者の現状を学ぶ中で、少しでも多くの人がよりよく生きていく為に仕事ができたら、と思いま
す。そして多くの出会いを通して支えられながら、自分が成長できたら嬉しく思います。
ワラビーは 8 月 12 日（火）から 17 日（日）まで夏休みをいただきます。18 日（月）から通常営業いたします。
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）

暑中お見舞い申し
上げます。事務所では数
台の扇風機が猛烈に稼動
してくれています。日差し
の強さと湿気には、多少ぐ
っ たりとしてしまいます
が、海、花火、夏祭り、そ
うめん、カキ氷、待てば必
ず秋が来る・・・と夏のステ
キなところだけを考えて、
この暑さを乗り切りたいと
思います。（Ａ）

生きがいしごとサポートセンター 神戸東
（森田ビル３階）

※ 駅から 1 分
銀行

シーア

ＪＲ住吉駅
本住吉神社

東灘区役所

〒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。

