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生 きがいしごとサポートセンター神 戸 東
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神戸市東灘区住吉東町 5-2-2 ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ住吉館 104
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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。

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

2016 年 度 上 半 期 ≪ ワ ラ ビ ー 活 動 報 告 ≫
新体制になって、半年がたちました！
長年にわたり、ワラビーの顔として皆さんの就業や起業をサポートしてきた、狩野仁未センター長と村上義弘
専門相談員にかわり、不安いっぱいの新メンバーでスタートした2016年度もあっという間に半年が経ちました。
狩野さんや村上さんに会いたくて来所された方には大変さみしい思いをさせておりますが、引き続き、みなさま
の活動や就業に関してのサポートを行ってまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。

起業・運営
サポート

ワラビーでは皆さんのコミュニティビジネス（ＣＢ）起業やＮＰＯ法人の設立、それから運営のお
手伝いをしています。アイデアはあるけれどうまく考えがまとまらない、やってみたい事業はある
けれど、何から始めたらいいのかわからないという方や、助成金をとりたい、広報がなかなかうま
くいかない…など、皆さんの「困った」を解決するために様々な方法で一緒に取り組んでいます♪
また、その一環として、様々な講座も実施しています。上半期の講座について報告します。

コミュニティ・ビジネスに対する補助金申請相談会 （５/７）
兵庫県の「ＣＢ離陸応援事業」「高齢者ＣＢ離陸応援事業」を主とした、補助金（助成金）の申請書の相
談会を行いました。（15 団体参加）事業を立ち上げたいが、自己資金がない方にとっては、
「立ち上げ助
成」といわれる補助金はとても心強いものです。
申請書が仕上がっていくにつれ、ぼんやりとしていた事業がしっかりとした計画に変わり、事業にかかる
経費も明確になっていきました。初めて事業を起こす方にとってはかなりシンドイ作業になりましたが、み
なさん最後までしっかりと頑張って書き上げ、12 の団体が無事提出することができました♪

アテンド・クルー準備会（６/３０～）
「アテンド・クルー」とは、急速な高齢化、2018 年度より大きく変わる介護保険制度に備え、最後まで
地域や自宅で暮らしたいという人を支えていくために、有償ボランティアとして、施設や在宅で生活支援を
行うグループの名称です。ワラビーでは、様々な社会貢献に関わる講座や認知症サポーターや生活支援・介
護予防サポーターの修了生にお声掛けをして、実際に地域で活動をするため、施設紹介やグループ作りのお
手伝いをしています。
現在、東灘区と垂水区で２グループが立ち上がっていますが、今回の準備会では、さらに中央区と北区で
活動するグループが２つできました！
活動内容としては、ショートステイやデイサービスを実施している施設で利用者さんがレクレーションを
楽しめるように寄り添ったり、お風呂上りのグルーミングや、また、クルーさん特技を活かして園芸をした
り、紙芝居を読んだりしながら、利用者へのサービスの質の向上につとめ
将来的には在宅の生活支援にまで、活動の幅を広げていきます。
みなさん、最初は戸惑い気味でしたが、何回か顔を合わして話し合い
NPO 法人コミュニティかりば
をしたり、実習に行ったりすることで、グループの中での役割をそれぞれが
担い、施設もクルーもなくてはならない活動につながっています。

起業応援プログラム（７/２）
起業を目指してはいるものの「思い」からなかなか具体的な事業計画へと進ま
ない、もしくは、何から始めていいのかがわからないなど、起業までの道のり
はなかなか厳しいものです。そこで、成功事例から事業のヒントを見出したり、
同じ目標を持った者同士が情報交換をすることで刺激を受けたり…そんな時間
を持つべく、日本政策金融公庫さんの協力を経て、起業を応援する講座を実施し
ました。しかも、
「女子限定企画」!!! 講師も参加者も全て女子の超女子会バージョン
での開催となりました。まず、日本政策金融公庫の中村恵理子さんから、事業計画を立てる上でのポイントや資金
計画の立て方など、起業に必要なことについてお話していただき、その後、西宮でカフェを経営されている
「Café OVCE」の岸千尋さんに創業までの準備期間、創業当時、そして３年経った今、それぞ
れの時期でのポイントや嬉しかったことや苦労されたことをお話いただきました。どちらの
お話も、身の引き締まるような内容で、起業に対する覚悟が問われるものでした。
休憩時間をはさんで、自己紹介と交流会。少し厳しい内容だったかな!?とスタ
ッフ側の不安が、一瞬で吹き飛ぶほどの盛り上がり。お互いの現状や事業内容を
熱心に聞きあっていました。
参加された皆さんの真剣度が非常に伝わる２時間半の講座で、全員が起業に向
けて進めるように、今後もワラビーとして、個別に誠心誠意対応していきたいと思います。

ひょうご CB ビジネス１day スクール（７/31）
兵庫県内には、ワラビーのように起業・運営支援及び就労支援を行っている「生きがいしごとサポートセ
ンター」が６ヶ所あります。年に１度、それらの６生きサポと日本政策金融公庫が協働でて行う大イベント
が「ひょうご CB ビジネス１day スクール」です。*ＣＢ：コミュニティビジネス
今年は「居場所×福祉」「空き家・商店街×若者」「食×ふるさと」の３つを軸に
して、実際に活動されている方々の事例をお話いただき、その後、質疑応答を兼ね
た交流会を実施しました。
午前中は、ニュータウンのショッピングセンターの空き店舗を拠点とした「居場
所づくり」をしている NPO 法人かりばの佐野正明さんと、西宮で自宅を開放して高齢
者はもちろんのこと、介護者や介護事業従事者の交流の場を提供している NPO 法
人つどい場さくらちゃんの丸尾多重子さんに登壇いただきました。
昼からは若手の起業のきっかけ作りとして、月２回、マルシェを開催している
丹波ハピネスマーケットの竹内紀美子さんと、たつの市を拠点に古民家や商店を活かし、昔
ながらの雰囲気を残しながらまちづくりを展開している NPO 法人ひと・まち・アートの畑本康介さん、そ
れから、地元のお母さん達が地場食材を利用した加工品づくりをきっかけにお弁当や定食の提供まで活動の
幅を広げている企業組合氷上つたの会の秋山佐登子さんと、淡路島でこちらも地域の食材を独自の発想で観
光客に提供している㈱うずのくに南あわじの金山宏樹さんという４団体にお話を伺いました。「食×ふるさ
と」という大きな共通テーマはあるものの、アプローチ方法や運営方法がそれぞれで、非常に貴重な１日と
なりました。
どこの団体も共通して頭を悩ませているのが、
「資金」について。そこは、日本政
策金融公庫の出番です！神戸創業支援センターの青木所長のわかりやすい説明に、参
加者全員、半日に渡る講座の最後のコマとは思えないほど集中して熱心に聞いておら
れました。

起業を真剣に考えている人、すでに始めている人、CB が何かを勉強し

に来た人…参加された方の目的は様々でしたが、それぞれが何かを見つけた１日にな
っていたらいいなと願っています。

CB マネジメント講座（9/9・16）
CS 神戸にはいくつかのプロジェクトがあります。そのうちの一つが垂水区の「ブランチ神戸学園都市」という
商業施設の中にあるまちづくりスポット神戸（通称：まちスポ）になります。
まちスポには、まちづくりやボランティア活動、子育て支援を行っている登録団体が 61 団体もあります。
まちスポができて 3 年ですので、当初に立ち上がった団体も 2 年～3 年目を迎え、運営面で悩むことが多くな
っています。そこで、ワラビーがまちスポに出張して、課題の抽出と実行計画を立てるお手伝いをしました。
まずは SWOT 分析から。非常に難しい内容をできるだけ、分かりやすく伝え
ようと、まちスポの 1 年目を具体例として提示しながらみんなで考えていきま
した。短時間の講座のなかでは、なかなか課題抽出が難しかったのですが、必
死にひねり出して無事、課題を見つけることができました。でも、それだけで
は終わらず、次週に向けて、「3 年後のイメージを 20 文字で考えてきてね♪」
という宿題をつけて 1 日目は終了。
2 日目は BSC の手法を用いて、4 つの視点からいつまでに何を実行するのかを考えていきました。最初はど
こから手をつけていいかわからない様子でしたが、みんな他人のこととなるとプレッシャーがないせいか、面白
いほどアイデアが浮かぶようで、お互いに意見を出し合い、当初予定していた時間よりも早く仕上がる人が何人
もいました。
1 日目の SWOT のときはなかなか具体的な課題が見つけられなかった人も、BSC を埋めていくことで具体的
に何をするのかが明確になったり、なかなか主軸となる事業が見つからなかった人が、この 1 週間いろいろと考
えたことで、自分の強みに気づき、それを活かした居場所へ向けて計画を立てたりと、こちらがワクワクするく
らい、3 年後が楽しみな団体さんばかりでした。
この 2 回の講座を受けることで、ぼんやりとしていた「どうしてうまくい
かないのだろう」の原因が具体的に見つけられたこと、原因がわかれば
解決のための方法が考えられることがわかったことが一番の収穫ではなか
ったかと思います。
＊SWOT 分析…自団体の強み（S）と弱み（W）を認識し、環境にある機会（O）と
脅威（T）を明らかにする手法。ここから現状の課題を抽出していく。
＊BSC…法人の経営ビジョンを着実に実現させていくための手法。財務の視点・顧客
の視点、業務プロセスの視点・学習と成長の視点という 4 つの視点からミッション
を意識し、具体的な目標（目標値や実行項目）を設定して課題達成へ導いていく。

今後の講座予定
【事務局力 UP 講座】９月２８日～１０月２７日（全３回）
企業で培った経験を地域や NPO の事務局として活かしてみませんか!?
今までと違った発想で「仕事」を考えていきます。

【アテンド・クルー

フォローアップ講座】１月頃（予定）

地域で活動しているグループの交流とスキルアップのための講座。
他地域での活動を知ることで、また、新しい発見をしていきます。

【CB マネジメント講座】２月頃（予定）
好評につき第 2 弾実施決定!!
法人の有無に問わず、参加をお待ちしております♪

詳細はホームページまたはメ
ルマガ、チラシ等で随時お知
らせします！

ワラビーでは就業やボランティアに関する相談も行っております。ハローワークやフリ
ーペーパーとは違った仕事が発見できるかも！また、「生きがいしごと」という名の通り、
皆さんの第２の人生設計についても一緒に考えながら、「しごと」を探していきます。
新しい自分を発見するいいチャンスです。ぜひ一度お立ち寄りください♪

就業・
ボランティア相談
就 業
No

求人団体名

3364

3385

職

NPO法人
にじのかけ橋

種

条件(最寄駅／勤務日時／給与／交通費／その他)

障がい者
支援

知的障がい・身体障がいの方が、軽作業をしたり、遠足に行ったりする際のサ
ポートをお願いします。
最寄駅/阪神 御影
資格/不問
経験・能力/不問
勤務日時/月
～金のうち、週 3 日以上 9:00～18:00
給与/時給 850 円（未経験・無資
格）、950 円（経験者）
交通費/実費
社会保険/労災、雇用（勤務時間数
により、健康・厚生にも加入） 試用期間/2 ヶ月

高齢者
介護

デイサービスを利用する高齢者の方々のサポートをお願いします。フロア見守
り、トイレ付き添い、入浴介助等です。
最 寄 駅 /JR 住 吉
資格/不問（介護職員初任者研修あれば尚可）
経験・能力/不問
勤務日時/月～金のうち、週 2 日以上 8:30～17:30 等
給与/時給 950 円
交通費/支給（上限 1,000 円/日）
社会保険/労災、
雇用（勤務時間数により、健康・厚生にも加入） 試用期間/1 ヶ月

社会福祉法人
神戸老人ホーム

有償ボランティア
高齢、妊産婦、病気やけがで療養中、体が不自由など、ゴミ出しで困っている方を支援して
いただくゴミ出しサポーターを募集しています。玄関前に置いてもらったゴミをゴミステーショ
ンまで持って行っていただく、気軽に始められるボランティアです。

NPO 法人
花たば

V-439

活動日時/週に１～２日（地域のゴミ収集日に合わせて） 朝の10分程度。
最寄駅/灘区など（まずはご登録いただき、ご自宅近くでゴミ出しの依頼が入った際におつな
ぎさせていただきます。）

謝礼/100円/回

無償ボランティア

V-440

安全な野菜を使い、子どもへの食育も考えている子ども食堂です。配膳・下膳、洗い物をし
て下さる方を募集しています。
活動日時/毎週金曜日 17 時～19 時半ごろ（毎週でなくても大丈夫です）
最寄駅/阪神 魚崎・JR 住吉
交通費・謝礼/一緒にご飯を召し上がってください

KOBE にこスプーン
（子ども食堂
プロジェクト）

認定ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸（ＣＳ神戸）

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （愛称：ワラビー）

〒658-0052
神戸市東灘区住吉東町５-２-２ ビュータワー住吉館１０４
（ＪＲ神戸線「住吉」駅南東側徒歩５分）
ＴＥＬ：０７８－８４１－０３８７
開室日：火曜日～土曜日（月曜日・日曜・祝日休み）
開室時間：９：３０～１７：３０

ワラビー（東灘区役所の西隣）

シーア

ＪＲ住吉
本住吉
神社

２

担当：人羅・藤本・山村

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
東灘区役所

〶

★★★ ★★★ ★★★

「生きがいしごとサポートセンター」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。

【編集後記】
桜も新緑も気づけば夏まで終わっていた半年間！今までの 10 年分くらいの人に出会った半年でもありま
した。まだまだ若く(笑)ヨチヨチ歩きの新生「ワラビー」ですが、皆様の温かい愛情に包まれつつ、成長
していきたいと強く思っております♪（H）

