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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 

 

 社会性と事業性の両面を兼ね備えたコミュニティ・ビジネス（ＣＢ）。今年も、その魅力を大勢の方に届けるために、県

内６ヵ所の生きがいしごとサポートセンターと日本政策金融公庫が合同でフォーラムを開催します。 

ひょうごコミュニティ・ビジネスフォーラム 

～これからの将来
み ら い

を拓
ひら

く起業家たち～ 

生きがいしごとサポートセンター 

× 

日本政策金融公庫 

秋山 正子さん 

◆第１部 

今年の基調講演は、訪問看護事業を主軸に、地域のニーズに応じた活動を展開している

秋山正子さんです。その活動は、ＮＨＫ「プロフェッショナル 仕事の流儀」でも紹介されまし

た。起業を決意されたエピソードから起業に至るまで、さらには経営上の工夫や苦労話など、

コミュニティ・ビジネスの実像を語っていただきます。 

また、専門性を活かしながら、現場のニーズに合った活動を行う実践者としての熱い想い

と、経営者として客観的な視点をしっかりと合わせ持っておられるところも秋山さんの大きな魅

力の一つです。やりがいのある事業を拡大していく成功の秘訣もご期待ください。 

◆第２部 

第２部はＣＢ立ち上げに向かって、一歩踏み出すきっかけやヒントが得られるよう分科会形式で行います。多くの方が

関心を持つ分野で、現在活躍中の実践者が、ご自身の起業のノウハウを伝授します。人数が分割されるため、質疑応

答の時間もたっぷりあり、より身近な起業が具体的に学べます。各分野のスピーカーは下記の通りです。 

      

高齢者・障がい者の両方の事業を

手掛けているＮＰＯ法人ケアット理

事長、岡本芳江さん 

福祉       

保育園をはじめとする子育て支援

に取り組むＮＰＯ法人こどもコミュニ

ティケアの代表、末永美紀子さん 

子育て支援       

様々なイベントで神戸の街を盛り上

げるＮＰＯ法人ＫＯＢＥ鉄人ＰＲＯＪ

ＥＣＴ理事長、正岡健二さん 

まちづくり 

      

様々なＣＢ団体の活動内容を幅広く知りたい方のため

の分科会です。まずは知ることから始めたい、立ち上げ

は望んでいないが、活動には参加してみたい、という方

も、ぜひご参加ください。 

事例紹介       

ＣＢ起業に際し、多くの人にとっての悩みの種の資金。そ

こで、創業支援を行っている日本政策金融公庫が、資金

調達についてご説明します。他の分科会終了後に 2 回

目の説明も行いますので、重複の受講が可能です。 

資金調達 

日 時：9 月 15 日（土）13：00～16：30 
会 場：神戸国際会館９Ｆ（セミナーハウス） 
参加費：無料 
定 員：２００名 

＊ お申込の際は、お名前・住所・電話番号の他に 
ご希望の分科会もお知らせください 

９Ｆには 
東エレベーターを 
ご利用ください 

また、より幅広いニーズに対応できるよう、事例紹介や資金調達の分科会も開催します。 



  

 

 

 ＣＢ起業仲間の交流サロン 開催のご報告 

「コミュニティビジネスを実践する仲間が集まれば、きっとヒントやアイデアがもらえる」、「新しいコラボレーションが生ま

れる」、それが目的の「ＣＢ起業仲間の交流サロン」を６月 30 日(土)に開催しました。 

集合したのは 14 団体。起業して数年、まだ産声をあげたばかり、ＮＰＯ法人、個人事業 etc.業種も活動歴もまちまちで

した。その混沌としたカオスの中から湧いて出たのは、これからの活動への元気と勇気だったような気がします。 

コーディネーターは、夢こらぼ主宰の松尾やよいさん。参加者はグループに分かれ、「はじめまして」の自己紹介シート

を作って、短時間で自分を語ります。「私って」をいくつも表現しあい、相互理解が深まりました。 

ニコニコ、和気あいあいの中で、次は各自の事業分析。シートに「やっててよかった」、「今これが困っている」「こんなこ

とに挑戦してみたい」を書き出し、併せて「提供できるもの」「提供してほしいもの」を考えます。グループ内発表を経て、

最後は全員のシートを貼り出し、関心ある記述や何かを提供できそうな相手に、自分の名前を貼り付けて行きました。 

掲示板の前で出現した風景は、まさに熱っぽい交流の世界でした。新しい人との出

会いを逃すまいと頻繁に行われる名刺交換、あっちこっちでの立ち話。シートそっちの

けの熱心な情報交換風景は、ワイワイがやがやと収拾がつきません。何かプラスにな

ることを得よう、引き出そうという積極さが、全員を燃え立たせたようでした。 

起業仲間が知り合えば、きっと得るものがあるという、ワラビーの目論見は当たりま

した。この出会いが、これからの活躍につながって行くことを願っています。 

～目指していた「つながる・学べる・パワーアップする」が実現！ ～ 

 

「くれよん方式」を取り入れた就労継続支援Ｂ型の施設

で、一日の流れは１コマ１時間と学校のようなプログラムに

なっています。具体的には、朝礼→作業→学習→昼食→

作業→運動→掃除→終礼というように「学習」を取り入れて

いることが特徴です。「学習」では、絵の描かれたカードな

どを使い、何度も反復することで、さまざまな概念を理解で 

起業事例 

一人ひとりに合わせて学習を取り入れ、普段の生活をスムーズに 

■ ＮＰＯ法人 f を立ち上げたきっかけを教えてください。 

■ 今後の目標を教えてください。 

今回の事例紹介は、昨年９月に開所した、障害者就労

継続支援Ｂ型事業所 ｆ（エフ）です。ＪＲ住吉駅から歩いて２

分ほどのところにありＮＰＯ法人ｆ（エフ）が運営しています。 

代表の嶋谷美都子さんにお話をうかがいました。 

元々は、障がい児を持つ親が月に一度 
お楽しみ会を開くサークルとして、５組の 
親子からスタートしました。その後、ＮＰＯ 

法人知的障害児・者療育サポートセンター 

くれよんによる療育法「くれよん方式」に出 
会ったことが転機となりました。この方式は 
脳を活性化させ情緒面の安定を図ることで、スムーズに生

活が送れるようになるという学習法です。この方式を取り入

れた事業所を作りたいと思い、設立することにしました。 
■ どのような施設ですか？ 

ＮＰＯ法 人  ｆ  

障 害 者 就 労 継 続 支 援 Ｂ型 事 業 所  ｆ  

〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町 3-16-7 
駒田ビル 2F  TEL&FAX ： 078-842-3719   

代表の嶋谷さん 

きるようになります。また、

「運動」でも、動いたり動き

を止めることを、自分で意

識することで脳を働かせま

す。こうした学習を一人ひ 

とりに合わせて、スモールステップで増やしていくことで

着実な成果が得られます。 

 扱う商品は、海苔や健康志向の 

ドッグフ―ド、新聞や布から作った 

アクセサリーなど多彩です。こうし 

た商品も、できるかぎり指先を使う作業にすることで身

体を意識的に使うように工夫しています。 

 利用者の漸増で、経営も安定しつつあります。今後も

楽しく充実した生活を目標に、保護者の方が安心して

子どもを預けられる事業所でありたいです。将来的に、

生活介護の事業も展開したいという目標があります。 

学習のときに使うカードなど 

海苔やドッグフードなどの商品 

わが子たちに「くれよん方式」を！が起業の原動力 

熱心な情報交換が行なわれました。 



 
 
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 

089 Ｈさん （30 代） 障がい者支援 木工家具製造に 7 年。作業所でのもの作り・工程管理に興味有。 

092 Ｏさん （50 代） 何でもやります 広告デザインの世界で 30 年。経験を生かし、何でもやります。 

102 Ｋさん （40 代） 高齢者介護 父親の介護と仕事の両立が課題。垂水で介護の仕事を希望。 

 
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 

039 Ｏさん （30 代） 高齢者支援 神戸市 一人暮らしの高齢者生活支援の事業化を目指しています。 

055 Ｙさん （40 代） 料理教室 神戸市 食養生で健康回復。身体にも環境にも優しい食事作り教えます！ 

 

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-1996 

NPO 法人 

ゆうネット  

就労継続支援 B 型 

ボンクール 

障がい者 

作業支援 

（正職員） 

お菓子作りの好きな方歓迎！知的障がいのある方に菓子の製造販売の 

補助、指導、支援をお願いします！  

最寄駅/阪神・阪急今津    資格・経験/不問    勤務日時/月曜～金曜  

9:00～18:00  給与/月給 150,000～170,000 円  交通費/実費（上限 1 万円

/月）     保険/雇用・労災・社会保険      試用期間/ 3 ヶ月  

B-2004 

社会福祉法人  

千種会  

メディカルケアハウス

甲南山手 

高齢者介護 

（正職員） 

研修制度充実！入浴介助・排泄ケア・食事介助・リネン交換などの介護業務

全般をお任せします。 

最寄駅/JR 甲南山手  資格/不問（ヘルパー2 級、介護福祉士の有資格者

優遇）   経験/不問   勤務日時/シフト制 週 5～6 日（土･日･祝出勤有） 

実働 8 時間（早出・遅出・夜勤有）   給与/月給 176,000 円～    交通費

/実費（上限 3 万円/月）   保険/雇用・労災・社会保険     試用期間/  

3 ヶ月 （時給 850 円）       

B-2013 

NPO 法人 

こどもコミュニティケア

「ちっちゃなこども園 

にじいろ」 

保育 

（正職員） 

家庭と連携してプロとして子どもの成長支援に意欲のある方募集！ 

仕事内容/健常児・障がい児・要医療ケア児の保育、保育計画の立案、   

スタッフ会議の準備、保育環境の整備、事務、子育て支援事業。  

最寄駅/地下鉄学園都市、JR 舞子・垂水駅よりバス「舞多聞口」    資格/

保育士（取得見込 OK）   経験/不問    勤務日時/月曜～金曜 7:00～

19:00 の間で変則勤務  給与/月給 152,000 円～160,000 円（賞与 2 回）   

交通費/実費（上限 15,000 円/月）    雇用期間/当初 1 年は有期、以降、

更新又は常雇 保険/雇用・労災・社会保険  試用期間/3 ヶ月（148,000 円）  

B-2027 
社会福祉法人 

あぜくら福祉会 

障がい者 

生活支援 

（パート） 

週 1 日でも OK！知的障がい者（男性）の施設での生活指導業務（トイレ・  

入浴・食事介助・家事援助等）のお仕事です！ 

最寄駅/JR 塚口    資格・経験/不問   勤務日時/週 2～3 日 15:30～

翌日 10:00（仮眠 8 時間）   給与/日給 11,000 円        交通費/実費

（上限 1,500 円/日）   雇用期間/2013 年 3 月 31 日まで（更新の可能性有） 

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

V-0249 和だんすごっこ ボランティア 

外国人対象の着物の着付け・ヘアメイクのできる方募集中！ 

能力/着付技術のある方・髪を触るのが好きな方   場所/深江会館・市内

での多文化共生イベント  活動日時/年 12～15 回 (日曜が多い)  

交通費/団体主催の場合、実費（上限 1,000 円/日）    会費/年 2,000 円 

 



  

     
 

 ワラビーを知ったきっかけは、職業訓練を受講しているときにクラスメイトの方から頂いた、ワラ

ビー情報誌でした。情報誌にはボランティア活動の内容もあり、仕事を探す事よりもボランティアを

してみたい！という気持ちがあったのでまずは話を聞いてみようと思い訪ねました。 

そこで担当スタッフの方といろいろな話をする中で、仕事の相談も親身になって聞いてくださり

現在働いている、にじのかけ橋を紹介していただきました。 

 にじのかけ橋は、知的障がい、身体障がい、精神障がいの方の通所施設です。来年度で、開設 

１０周年を迎えます。私は、働き始めて３ヶ月が経ち、６月からは常勤職員として働かせていただいています。 

私の仕事は、支援員という立場で、利用者さん一人一人に合わせた作業や活動を行います。利用者さん達はとても

明るく元気で、私も気づけばいつも笑顔で楽しく仕事をしています。今は毎日が勉強の日々で、難しいこともたくさんあり

ますが、利用者さん達と共に一歩ずつ成長していけるように頑張ります。 

また、今働けているのも今まで出会ってきた方達のお陰です。本当に感謝しています。これからも、人との出会いを大

切にしていきたいです。 

リレーエッセイ(88)「私の生きがいしごと」 

 

ＣＢ交流サロン 

編集後記 

すでに暑い日々が続い

ていますが、皆様はいかが

お過ごしでしょうか？知らず

知らずのうちに脱水症にな

る「かくれ脱水」が注目され

ています。就職活動で屋外

を歩くことも多いかと思いま

す。しっかりと水分を取って

「かくれ脱水」を 

予防して、暑い 

夏を乗り切りま 

しょう。（T） 

  NPO 法人 にじのかけ橋 

池本 薫さん （中央区・26 才） 

     「どうすればいいの？」説明会  

ＮＰＯ法人のみなさんに緊急のお知らせです！ ＮＰＯ法改正に伴い、大半の法人で９月末までに理事の抹消登記が必

要です。期限が次第に近づきますが、所轄庁からのお知らせをそのままにされていませんか？ 

「理事の登記変更の意味が分からない」「どういう手続きをすればいいのか」という方のために、説明会を開催します。

理事の登記の他にも、ＮＰＯ法改正による定款や事務面の変更点を分かりやすく説明します。 

手続き等に疑問・不安がある方は、ぜひご参加下さい。 

開催のお知らせ ＮＰＯ法 改正  

理事の抹消登記「どうすればいいの？」説明会 

日時 ： ８月８日（水） 14：00～16：00 

場所 ： ひょうごボランタリープラザ セミナー室 

       （ＪＲ神戸駅徒歩３分／神戸クリスタルタワー６Ｆ） 

対象者：ＮＰＯ法人の責任者、事務担当者 

持参物：法人の定款、４月１日現在の理事を選出し代表を互選した 

総会・理事会の議事録（議事録は、なければ結構です。） 

参加費：５００円 

主催/申込先 : 生きがいしごとサポートセンター神戸東（ワラビー） 

        まずはお電話ください！ 078-841-0387 担当：狩野・村上 

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。 

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 〶 

ワラビーは 8 月 12 日（日）から 8 月 16 日（木）まで夏期休暇をいただきます。 

 




