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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。 
 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 

 

 今回の事例紹介は、様々な形で「働くママのサポート」活

動をしている NPO 法人神戸ベイビーカフェです。 

先月 5 月 11 日には、子育てをしながら働く母親向けに共

同で利用できる「コワーキングスペース」を阪急六甲駅近く

に開設しています。 

代表の榎本紘子さんにお話を伺いました。 

■ 事業をはじめるきっかけは？ 

私は、もともと個人で、広告や名刺制

作などをしていました。子どもが生まれ

ても仕事を続けようと思っていたので、

育児をしながら個人事業主として働く道

を選びました。 
ところが、実際に子育てをしながらの

仕事は、想像していたものとは全く違っていました。打合せ

や営業にも行けないし、子どもを膝の上であやしながらの

作業では、なかなか仕事にも集中できません。クライアント

の期待に応えられない日々が続き、ついには育児ノイロー

ゼになってしまいました。 
困り果てて、区役所に何度も足を運び、子育てをサポー

トしてもらえそうな情報を探しました。実は、区役所にはたく

さんの子育て情報があります。ですが、ほとんどのお母さ

んは外出もままならず、そうした情報に触れることができな

いのが現状です。そこで、子育て情報を一覧できる情報サ

イトがあれば便利なのに…という思いから、同じ悩みを持

つ子育てママと一緒に、2010 年に「働くママをサポートする

活動」を立ち上げました。 
■ 活動スタート！ ～働く子育てママに情報を提供～ 

まずは WEB マガジン「かも

ん」を立ち上げました。紙ベー

スでしか情報提供がない区役

所などの子育てイベント情報 

を WEB で配信することから始 

めました。また、同じように 

子育てしながら個人事業主として働くお母さんのために共

同で広報しています。 

■ 活動の発展 ～ママプロさんの存在～ 

ベイビーカフェのメンバーは、“ママプロさん”と呼んでい

ます。子育てをしながら働いている人だけでなく、「ママの

働き方を応援する」人たちもメンバーです。互いに子育て

や、ビジネスのアイデアやコラボレーションなどでも助け合

える、とても大きな存在です。 

ベイビーカフェでは、このママ 

プロさんが出展するビジネスフェア 

「ママフェスタ」を主催。この５月で 

３回目となりました。他にも、子育 

てイベントなど、大小さまざまなイベントを行っています。 

■ 新たな取り組み ～コワーキングオフィス～  

先月１１日にオープンした新事務所は、コワーキングス

ペース（※）としてママプロ会員に開放しています。オフィ

スのように週に何回か使っているママプロさんもいますし 

仕事の合間に休憩がてら立ち

寄ってくれるママプロさんもいま

す。また、子供が熱を出し、保

育所から呼び出されたときに、

互いに子供の面倒をみるといっ 

た昔ながらの近所づきあいのような利用のしかたもあり、

新たなママプロさん同士の絆が生まれる場所にもなりつ

つあります。 

 このコワーキングオフィスをベースに、まだまだやりたい

ことがたくさんある榎本さん。今後の活躍が楽しみです。 

 

～「働くママ」が互いに協力できる場を作りたい～ 

ＮＰＯ法人神戸ベイビーカフェ  
 

公式 H P： http://kobe-babycafe.jp/ 

 TEL ： 070-5508-2101 

起業事例 

Web マガジン「かもん」 

 

（※） 会員が共同で使用できるオフィスで、コミュニケーション

がとれる間仕切りのないオープンな事務所スペース。 

 

代表の榎本さん 

 

神戸市灘区八幡町 3-6-11 サン六甲 303 

 



 

「まず動く！そこから次が見えて来る。」 ワラビー相談こぼれ話③ 

ＣＢ交流サロン 

「活動資金獲得のコツを考える」誌上講座  

～ 助成金・補助金を正しく知って作戦を立てよう！～ 

 
先般公募された兵庫県の「離陸応援事業」は、コミュニティ・ビジネスや高齢者支援事業の起業を目指す人に嬉しい

制度です。今年もワラビーでは、応募要領などの説明会を開催し、多数の方にご参加いただきました。 
この制度だけでなく、ふだんから助成金（補助金）に関する情報をワラビーに求める方が少なくありません。説明会

でお伝えした一般的な情報を主体に、以下“誌上講座”として「活動資金獲得のコツ」をご一緒に考えましょう。 
 
(1) 助成金（補助金）とは… 

助成する側の目的やミッション実現のため、必要な事

業を遂行する団体への返済不要な支援金。 
              
 
(2) 種類を大別すれば… 

① 公募により、優れた企画を選んで支援する。 
② 一定要件を満たせば貰える（ﾊﾛｰﾜｰｸ系起業など）。             

 (3) 委託金との違いは… 
 助成金（補助金）：自団体が主体で行う事業への支援

金（ふつうは部分的負担で法人税は非課税） 
 委託金：自治体が主体の事業を代行するために請負

って得る収入（ふつうは法人税課税対象） 
(4) 募集要項の見方は… 

対象分野：高齢者などの福祉・子育て支援、環境保

全、その他各種の特定分野が指定される。 
金 額：上限金額や総枠金額で示されることが多い。 
対象経費：助成（補助）対象費目が設定される（費用総   

額が対象ではないため注意が必要）。 
助成(補助)率：総事業費のうちで支援される比率。 

   募集範囲：全国版、県内などの地域版がある。 
採択率：応募者数に対し受給できる割合（競争率）。

（5） 申請書作成のポイントは… 
  ①募集要項を詳細に見て、内容を正確に把握する。 

  ②（可能なら）過去の助成先や内容から傾向を知る。 

  ③申請書類は簡明かつ正確に記載する。 

    （書式に従い所定欄に、できるだけ箇条書きで。.） 

  ④記載内容に関し内部で合意をとって申請する。 

(6) 一般的な審査のポイントは… 

  ①新規性・創造性   ②他者差別性（競争優位性）  

  ③市場性（事業性）  ④実現可能性  

  ⑤具体性        ⑥リスク要因 （ﾘｽｸ回避対策） 

  ⑦一貫性 （上記①～⑤の関連性、全体的バランス） 

(7) 探し方は…  

  インターネット検索が簡単です。ワラビーホームペー

ジ http://www.cs-wallaby.com/josei.asp、（財）助成

財団センター（書籍「助成金応募ガイド」2000 円も便

利） http://www.jfc.or.jp/index.html、つなごう神

戸 http://www.tgkobe.org/AidList.asp、ＮＰＯ法人

シーズ http://www.npoweb.jp/など。 

ワラビーに仕事の相談に来られる方で、「これがしたい」と目指す仕事がはっきり決まっておられるのは、ほんの一握

りの方です。多くの人は、何をすればいいのかが定まらず、悩んでいらっしゃるといえます。 

Ｔさん（50 代・女性）も、長年勤めた会社を退職され、「自分の好きなことを」という思いは強いものの、それが何か見

えない状態で相談に来られました。やりたいことがはっきりと見つかったわけではありませんが、仕事の紹介を受け、採

用されました。新たな世界で働き始めると、多くの出会いがありました。たくさんの人と話をしているうちに、趣味がない

と思っていたのが、映画を観るのがとても好きだということに気づいたのです。その頃、大好きな映画を身近に感じられ

る仕事の機会が巡ってきました。 

神戸市長田区の神戸映画資料館のカフェスペースを借り、「シネマカフェ チェリー」をはじ 

めました。年に１００～２００本観るくらい大の映画ファンのＴさん。もともと興味のあったカフェ 

の運営もでき、生き生きとした毎日を送っています。 

Ｔさんに教えられることは、まずどんどん動くことです。動く中でこそ、自分のやりたい 

方向がはっきりしてくるものです。だからこそ、チャンスに会ったら逃がさずにしっかり 

決断でき、行動に移せたのでした。シネマカフェ チェリーにも、ぜひお立ち寄りください！ 

 

シネマカフェ チェリー 
ＴＥＬ：078-754-8039 

国・地方自治体 
助成財団など ⇒ 助成金・補助金 ⇒ 申請団体 



 
 
ホームホスピスを立ち上げたい。それだけでは収入が少ないので、居宅介護も視野に。 

 

こんな人を求めています 
地域貢献やコミュニティの形成につながる仕事を紹介しています。 

求人票の登録大歓迎。既に就業が成立した場合はご了承下さい。 

下記以外にもたくさんの求人があります。お気軽にお問合せ下さい。 

 

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 

067 Ｔさん （70 代） 設備管理 機関士・長として約 35 年。設備管理の仕事ならなんでもします。 

076 Ｏさん （50 代） 障がい者支援 介護基礎研修で学んだことを生かして働きたい！ 

083 Ｋさん （60 代） 若者支援 リタイアしたばかり。未来のため、若者のために何かやりたい！ 

 
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 実施地域 ひとことメッセージ 

029 Ｏさん （40 代） 居場所づくり 神戸市 高齢者が安心して交流できる居場所づくりを目指します。 

032 Ｏさん （30 代） 震災復興 関西 商品販売の一部寄付による東北復興支援活動をＮＰＯ化したい！ 

 

Ｎｏ 求人団体名 職   種 条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他) 

B-1988 

ダスキン 

ホームインステッド 

御影ステーション 

家事援助 

（パート） 

家事（掃除・買物・食事作り）、付き添い（通院・病院夜間）、身体介護（食

事介助・車椅子）等一つでも興味ある方、歓迎です！ 

勤務地/東灘区・灘区を中心としたエリア（直行直帰）   資格/不問 

経験/家事経験     勤務日時/曜日・日数応相談、1 日 2 時間～    

給与/時給 800 円～（付添い日給 10,600 円～）     交通費/実費 

保険/雇用・労災・社会保険（労働時間による）     試用期間/3 ヶ月  

備考/土日祝・夜間のみの就業可能 

B-1977 

ＮＰＯ法人  

神戸ライフ･ケアー

協会 

送迎ドライバー・

庶務 

（パート） 

障がい児の放課後デイサービスの車での送迎と事務所内での電話対応・

雑務のできる方募集！ 

最寄駅/阪神御影・ＪＲ住吉   資格/運転免許     経験・能力/不問  

勤務日時/月曜～土曜 13:00～18:00（or 18:30）   給与/時給 800 円   

交通費/実費（上限 500 円/日）    雇用期間/8 月 1 日から 1 年間(契約

更 新 の 可 能 性 有 り )      保 険 / 労 災 ・ 福 祉 サ ー ビ ス 総 合 保 障    

試用期間/1 ヶ月     備考/送迎時間は 13:00～14:00、17:00～18:00 

B-1976 甲南そば 

フロアー係 

洗い場 

（パート） 

最寄駅/阪急岡本駅 資格/不問  経験/接客経験あ れば尚良   

勤務日時/応相談（土曜か日曜勤務可能な方） 10:00～20:00 のうち 4 時

間    給与/時給 平日：900 円  土曜・日曜：1100 円       交通

費/実費（上限10,000 円/月）     保険/雇用・労災     試用期間/1

週間  

B-1966 株式会社 淡路屋 
軽作業 

（パート） 

お弁当の盛り付け（ライン作業）のお仕事です。 

最寄駅/阪神・六甲ライナー魚崎駅    資格・経験/不問   勤務日時

/週2 日～4 日  シフト制 1）6:00～14:00 2）8:00～14:00 3)20:00～24:00 

4)22:00～5:00 就業日数・時間相談可    給与/時給 780 ～1,075 円   

交通費/実費（上限 600 円/日）    雇用期間/常用（6 ヶ月毎の契約更

新あり）        保険/雇用・労災・社会保険（労働時間による）     

試用期間/3 ヶ月     

V-0242 

ＮＰＯ法人  

デイ・ステーション 

たるみ・ともの家 

調理補助 

（ボランティア） 

高齢者デイサービスでの調理補助・話し相手をお願いします! 

場所/たるみ・ともの家     最寄駅/ＪＲ・山陽 垂水駅    活動日時

/月曜～土曜 各曜日 1 名 （9:30～16:30 時間：応相談）        謝

金/交通費と昼食    

 



  

     
 

ワラビーの紹介で、神戸市立もとやま園で働き始めて 2 ヶ月が経ちました。もとやま園は、知的障が

い者の方の通所施設として歴史がある施設です。利用者の方は、毎日それぞれが持っている“力”を精

一杯出して、園長先生、職員の方のあたたかい見守りの中、いろいろな仕事に取り組んでいらっしゃい

ます。6 月 2 日に行われた「ふれあい運動会」では、支えてくださっている地域の方や来賓の方、関係者

の方々などが駆けつけてくださり、笑顔いっぱいの一日でした。私もそのもとやま園で、共に働ける喜び

を感じています。 

私は、職業訓練を受けているときにワラビーもブースを出していた就職相談会に行きました。職業訓練では、若い人た

ちの中で、50 代の私は就職の厳しさを痛感し、「不安」と「焦り」で気が休まりませんでした。そんな焦りの中で、私は

「NPO」は「熱い想い」で仕事をしているはずだから、きっと「良い情報」を教えてくれるはずと期待をしていました。担当者

の方は、不安な思いの私に、落ち着いて面談してくださり、仕事先の求めている人材も、具体的に説明されるので、心も

落ち着き、安心して相談できました。応募についても、すぐに対応してくださり、「面接はいかがでしたか？」と仕事が終わ

ってからも電話があり、寄り添っていただき、嬉しかったです。結果的には就職できましたが、結果がどうあれ相談してよ

かったぁーと心から元気になりました。共に学んだ職業訓練のクラスメイトにもパンフレットを配り、就職が決まったと喜ん

でもらえました。ワラビーのサポートがあって、今の職場で働けていることを感謝しています。 

リレーエッセイ(87)「私の生きがいしごと」 

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３分） 

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」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。 

 

ＣＢ交流サロン 

編集後記 

ジメジメとした梅雨が明け

ると夏本番です。今年は

節電の夏。電気を使わず

に涼しくなる方法を考え

ないといけませんね。編

集人は汗っかきなので汗

対策グッズで乗 

り切りたいです。（Ｔ） 

    神戸市立もとやま園 

  中居 圭子さん （東灘区・53 才） 

ワラビー（東灘区役所の西隣） 
 

本住吉 

神社 東灘区役所 

シーア 

ＪＲ住吉 

 ２ 

郵便局 〶 

      「ｆａｃｅｂｏｏｋのはじめ方」 開催のご報告 広報支援セミナー 

「話題の SNS でも活動の広報を行いたい」「名前はよく

聞くが一体どういうものなのかわからない」そんな声に応

え、ワラビーでも広報支援セミナーとして「facebook のは

じめ方」を 6 月 9 日（土）に開催しました。 

講師は、町のＩＴ屋さんとして数多くの facebook やブロ

グのセミナーを開催しているＩＴ導入・ＷＥＢ販促コンサル

タントの脇本雅也さん（株式会社だいずらぼ・代表取締

役）。当日は、facebook をすでに使っている方から、まだ

始めていない方まで幅広いレベルの方が参加しました。 

前半は、facebook とは何か、ブログやＨＰといった身近

なものとどういう違いがあるのかの説明でした。ＨＰが「大 

企業的」だとすれば、twitterは 

「ラジオ的」、facebook は「友 

達 ・ 仲 間 内 的 」 。 ま た 、

facebook の最大の特徴は、実 

 

名登録であることで、情報の信頼性が高 

くなり、利用する人が急増しています。 

一方で、情報を配信するだけが目的で 

あれば、メールアドレスを利用したメーリ 

ングリストが効果的です。 

後半は、投稿の仕方で、文字だけでな 

く写真をつける方が目にとまりやすくなります。だからこそ、

どんな写真を使うかというのがカギになります。写真を活用

して、「注目されている」という意味の「いいね」をたくさんも

らうことで、情報を長く、何度も閲覧してもらえるからです。 

最後に、facebook 内で利用できるアプリには、個人情報

を取り出す目的のものがあるので、アプリの利用は慎重に

判断してほしいとの注意もありました 

参加者からは「始めてみます」「twitter との使い分けをし

たい」など早速実践しようという声もいただきました。 




