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NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸 

生きがいしごとサポートセンター神 戸東  

〒658-0052 

神戸市東灘区住吉東町 5-2-2 ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ住吉館 104 

TEL 078-841-0387  FAX 078-841-0312 

E-mail ⇒ info@cs-wallaby.com 

URL⇒ http://www.cs-wallaby.com 

◆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 

 

 

 

福祉分科会   

高齢者も障がい者も安心して暮らせる 

ために    ＮＰＯ法人 ケアット 

           理事長 岡本芳江さん 

高齢者が制度にしばられず楽しく暮らせ 

るための支援を！と 2005 年ＮＰＯ法人を設立し枠外サー

ビスに着手。障がい者の居場所、発達の緩やかな子ども

の遊びの広場、就労支援などにも取り組む。現在は高齢

者デイと障がい児の放課後デイを併設、居宅介護支援・

訪問介護事業も併合した、地域支援をおこなう団体です。 

子育て支援分科会 

全ての子どもの健やかな成長を目指して 

ＮＰＯ法人 こどもコミュニティケア 

代表理事 末永美紀子さん 

看護大学卒業後､病院勤務を経て 2004 

年、自宅兼用建物で、乳幼児から利用できる、要医療的

ケア児もＯＫの保育事業を開始。2008 年にＮＰＯ法人化。

障がいや生まれつきの病気を持つ子どもも健康な子ども

も、「ともに育ちあう」保育環境に取り組んでいます。 

まちづくり分科会 

イベントで街を盛り上げる仕掛け役として 

ＮＰＯ法人 ＫＯＢＥ 鉄人ＰＲＯＪＥＣＴ 

理事長 正岡健二さん 

地元商店街の精肉店で働き始め、以来 

約40年、商店街の活性化やまちづくりに尽力してきました。

音楽を通じても、豊かな社会づくりに貢献しています。現在、

事業経営、長田地区活性化、文化振興など各種団体の責

任者として活躍する一方で、さらに交流や産業を活発にしよ

うと、2007年にＫＯＢＥ 鉄人ＰＲＯＪＥＣＴを立ち上げました。 

事例紹介分科会 

多種多様な起業事例をご紹介します 

生きがいしごとサポートセンター 

各地の生きサポ支援による起業団体の事例紹介です。 

資金調達分科会  15:00～，16:00～の２回実施 

資金面から起業をお手伝いします 
              ㈱日本政策金融公庫国民生活事業 

起業時の資金が必要な方、まずは説明を聴いてみましょう。

実践者のホンネを聴いて、自分の起業を考えてみよう！ 
 ６ヵ所の生きがいごとサポートセンターと日本政策金融公庫の共催による、標記フォーラムが目前に迫りました。今年の

フォーラムの狙いは、できるだけ多くの人に、「起業」を身近に感じ、チャレンジしてほしいことです。 

１部は、秋山正子さんの基調講演です。本誌前号に掲載のとおり、熱い思いと客観的な経営的視点がお聴きできます。 

２部は、関心あるテーマに分かれての分科会形式です。質疑応答も含め、さらに具体的に理解を深めていただく時間とし

ます。起業を自分の問題として捉え考える機会になることを期待します。 以下、２部についてお知らせします。  

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：１５０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 

当日スケジュール 

１部(基調講演)：13:15～ 

２部(分科会)：15:00～16:00 

(資金調達のみ２回目16:00～) 
 会場地図 

～ これからの将来
み ら い

を拓
ひら

く起業家たち ～  

ひょうごコミュニティ・ビジネスフォーラム 



  

 

 

～ 体験談とバスツアーで楽しく学んだ新しい働き方 ～ 
定年後の新たな働き方や生きがいを探るセミナーを､兵

庫県シルバー人材センターと共催、7 月 25 日に開催しまし

た。女性も混じり、昼食時間には懇親の場もあって和気あ

いあい、楽しく賑やかに学びあう場になりました。 

最初のメニューは、「地域での新しい働き方」。各人の

セカンドライフの傾向や地域デビューの適性をセルフチェ

ックしました。続いて、地域活動の事例紹介です。 

  ｢ＮＰＯ法人ネットワーク太子の風」代

表の丸尾淳さんから、実体験に基づく起

業の話をお聴きしました。シニア仲間の

活動が地域で理解され、地元企業を含

む賛同者が増えている。認定ＮＰＯ法人 

を目指すという、前向きの元気が出るお話でした。 

有償ボランティアの経験を語っていただいたのは、石

坪一之さん。リタイア後、農業一筋だったのが、妻の勧め

でシニア向け講座を受講し、ボラ 

ンティア先を紹介されれた。それが 

意外に楽しい。一歩踏み出すこと 

が大切とまとめていただきました。 

講話の後は、お待ちかねの現地見学バスツアーです。 

まずは、事務所移転した直 

後の「東灘こどもカフェ」。 

子どもも大人も大歓迎、街 

の居場所です。 

代表の中村保祐さんから、 

食事、喫茶、何でもお手伝いほか、ボランティアの方々の

得意分野を活かした盛り沢山な活動内容をお聞きしまし

た。中村さんの楽しそうな笑顔に惹かれてか、活動に参加

したいという声も飛んでいました。 

 最後は、高齢者向けマンションを運営する「ＮＰＯ法人花

たば」。介護保険外の生活支援サービス、健康面に関する

「ろっこう医療生協」との連携などに支えられた、老後を安

心して暮らせる共同住宅です。理事長の須見恭子さんか 

ら、設立の理念や現状の説明を聞いた後、居室と屋上の 

菜園を見学しました。高齢者に

とって住みよい環境を提供する

努力が、参加者に印象的だった

ようでした。 

大好評だった！「セカンドライフ準備セミナー」開催のご報告 

  「ＮＰＯ法改正セミナー」開催のご報告 

 ＮＰＯ法改正に伴う事務手続きの説明会を、8 月 8 日に

開催しました。「専門用語ばかりでよく分からない」「法務

局に聞いても担当によって話が違い、混乱している」など

悩まれる団体が多いということを聞いての、急遽の開催で

す。県内各地から、多くの方にご参加いただきました。 

まず、ＮＰＯ法改正による変更点など全体を理解した上

で、ご持参いただいた団体の定款を確認しながら必要な

手順を一つ一つ説明しました。所轄庁と法務局の説明が

異なるなど、縦割り行政の狭間で、「きちんとやっていたは

ずなのに、できていなかった」と嘆く団体もありました。しか

し、参加者の皆さんが、ＮＰＯ運営に責任感を持って取り

組まれている姿が印象的でした。 

 「自分達と同じ目線での話で、大変分かりやすかった」

と、口々にお声掛けいただ

きました。今後も、こうした

多くの方のニーズに応え、

タイムリーな講座の企画開

催に尽力していきます。 

「誰でも分かる法人格」 開催のご案内 

日 時： 2012 年９月２９日（土） 14：00～15：30 

場 所： 生きがいしごとサポートセンター神戸東（ワラビー） 

講 師： 村上 義弘（ワラビー専門相談員） 

受講料： 無料 

 ＊お申込・・・まずは、お電話ください！ 078－841-0387 

 

「ＮＰＯ法人／一般社団法人って何？」「法人格は取っ

たほうがいいの？」「個人事業や任意団体で活動するの

に必要な届出などあるの？」「いろいろある法人格は、ど

う違うの？」など、活動を始めようとするとき、法人格に関

しては様々な疑問を持たれる方も少なくありません。 

そこで、法人格にスポットを当てた講座を開催します。

各種法人のメリット・デメリットなど聞き逃せない内容で

す。法人格ってどんなもの？という方はもちろん、個人事

業や任意団体で活動しているが、そろそろ法人格を取り

たい、とお考えの方、また、将来的な発展を視野に入れ、

法人格を取って活動をスタートさせたい方など、ぜひ、こ

の機会にご参加ください。 

 ＮＰＯなど団体で活動したい人のための 

NPO法改正セミナーの様子 



 
 
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 ひとことメッセージ 

103 K さん （男・65 才） 船舶関係 40 年やってきた船舶代理店業務の経験を活かして働きたい！ 

113 O さん （男・56 才） NPO（福祉・まちづくり） まちづくり系コンサルタントに従事。社会貢献活動に興味あり。 

115 Y さん （女・27 才） 経理 将来、税理士と農業の兼業を目指し、経理・会計の勉強中です。 

 
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 

044 Ｍさん （30 代） 高齢者支援 神戸市 高齢者の仕事づくりと若者との交流の場づくりを計画しています。 

068 S さん （40 代） 母親支援 神戸市 相談・セミナー・イベントを通じて母親支援活動を目指しています。 

 

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-2030 

協同の苑  

六甲アイランド  

ホームヘルプ 

訪問介護 

ヘルパー 

（パート） 

仕事内容/登録ヘルパー  勤務地/摂津本山・魚崎・六甲アイランド周辺  

資格/ヘルパー2 級  経験/不問  勤務日時/月曜～土曜の間で週 1 日～  

8:30～18:00 の間で 1 時間～   休日/日曜・祝日・その他   給与/時給：

1,200 円～（訪問手当て含む）   交通費/実費、移動費   雇用期間

/2013 年 3 月 31 日まで    保険/雇用・労災・社会保険（勤務時間による）    

備考/介護福祉士手当、土日手当あり、定年 60 歳 

B-2046 菊正宗酒造記念館 
販売・受付 

（パート） 

記念館（博物館）売店のレジ、商品陳列、受付、案内、清掃、きき酒コーナー

など仕事は多種にわたります。チームワークを大切に働ける方、募集！ 

最寄駅/阪神魚崎駅・六甲ライナ ー南魚崎駅   資格・経験/不問 

勤務日時/週2日程度 （内、1日は必ず土日を含む）    給与/時給 平日

850 円・土日祝 900 円   交通費/実費（上限 400 円/日）  雇用期間/2012

年 3 月末まで（延長の可能性あり）    保険/労災    試用期間/6 ヶ月

（時給 平日 800 円 ・ 土日祝 850 円）   

B-2055 
（株）日本教育 

クリエイト 神戸支社 

講師  

（非常勤） 

医療事務講座の講師募集！医療機関への就職を目指す方々に技能習得や

就職支援を行う職業訓練校でのお仕事です。   

勤務地/神戸市元町、西宮市、姫路市の各教室     資格/医療事務資格  

経験/医療事務経験 5 年以上     勤務日時/週 4～5 日 9：00～17：00

の間で 6 時間（担当科目・クラスによる）    給与/時給 1,360 円～  

交通費/実費（全額支給）    保険/雇用・労災   備考/研修制度あり、

いずれの教室にも出勤可能な方優遇 

B-2064 あすなろ学童保育所 
保育 

（パート） 

お子さん（4 名）とお部屋の中で保護者がお迎えにくるまでの間（遅くとも 19

時まで）、お話しなどをして子どもの見守りをお願いします！ 

最寄駅/住吉駅より市バス渦森橋    資格・経験/不問      勤務日時/

月曜～土曜のうち週 3 日程度   17：00～19：00  休日・休暇/応相談   

給与/時給 850 円   交通費/実費（規定により支給）  雇用期間/常用  

保険/労災    試用期間/1 ヶ月     備考/長期勤務が可能な方希望  

V-0251 
NPO 法人  

アトリエ・Petata 
ボランティア 

子どもが好きで、幼児教室の助手に興味のある方、大歓迎！    

最寄駅/阪急六甲駅・JR 六甲駅     活動日時/第 1・第 3 金曜 

15：30～17：30  謝金/1 回 2,500 円     交通費/実費（上限 1,000 円/回）  

 



  

     
 

 ワラビーの紹介で、ＮＰＯ法人新開地まちづくり NPO に勤め始めて 3 ヶ月目になりました。新開地

まちづくりＮＰＯは、新開地音楽祭、新開地寄席、新開地夏まつり・冬まつり、新開地映画祭、社会

見学会・・・等々、地域の方や新開地を応援してくださる方々とともに、新開地周辺のまちづくりをよ

り活性化するために活動しています。その中で私は、各事業のサポートやガーデニングを担当して

います。特にガーデニングは、ボランティアの方々とともに、新開地のまちなかを花いっぱいの雰囲

気のある親しみやすいまちにするために、楽しみながら活動しています。 

 就職活動をしていた時にワラビーの情報誌を目にし、翌日就職の相談に行きました。前職がボランティアコーディネー

タであったこと、花が好きでガーデニングの勉強を数年続けていたこと、ぴったりですねと担当者の方に後押し頂き応募

しました。ちょうど新開地音楽祭を週末に控え、大変忙しい時期だと担当者の方から伺い、「良かったらボランティアで音

楽祭を手伝います」と応募書類に記入したところ、すぐに連絡を頂きました。音楽祭を経験し、その後職員として採用し

て頂きました。不思議なほどご縁があって今の職場で働けていること、本当に感謝しています。今もワラビーからボラン

ティアの方々を紹介していただいています。これからも出合いや縁を大切にしていきたいと思っています。 

リレーエッセイ(89)「私の生きがいしごと」 

 

ＣＢ交流サロン 

編集後記 

真夏の暑さから開放さ

れ、少し過ごしやすくなりま

した。ようやく秋が近づきつ

つあるのかな？なんてほっ

としています。…が、ワラビ

ーは９月も熱いですよ！合

同フォーラム、バスツアー、

「誰でもわかる法人格」など

盛りだくさんのサ 

ポートをご用意 

しています！（T） 

  ＮＰＯ法人 新開地まちづくりＮＰＯ 

南川 雅子さん （兵庫区・59 才） 

            「秋の日帰り 視察バスツアー」 

秋の恒例となったコミュニティ・ビジネス（ＣＢ）の現場をバスで廻り、活動の様子を見ながら

実践者の話を聞く視察ツアー。毎年、現場の雰囲気や実践者の熱意に、参加者の皆さんは

一同に感銘を受けており、コミュニティ・ビジネスは肌で感じるのが一番、と確信しての企画で

す。楽しみながら学べるところが大きな魅力の視察ツアーにいっしょに出掛けませんか？ 

今年の行き先は下記の通りです。 

① ＮＰＯ法人北区子育て支援センター（神戸市北区） 

    廃園の保育所を活用し、行政ではできない取り組みで子育てをサポートしています。 

② カレーハウス moimoi（三木市） 

    障がいのある人たちが活躍できる、時間を掛けて丁寧に手作りしたレストランです。 

③ Cal-farm KOBE（神戸市西区） 

    地域で支える農業という新しいスタイルにチャレンジしています。 

開催のお知らせ 

 

日  時 ： ２０１２年９月２０日（木）９：３０～１７：００ 

＊ 集合時間は厳守ください。 

＊ 解散時間は交通状況により前後する場合もありますので、ご了承ください。 

集合場所： 生きがいしごとサポートセンター神戸東（ワラビー） 

参 加 費： ３，０００円（昼食代込み） 
まずはお電話ください！ 078-841-0387  

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 〶 

コミュニティ・ビジネス現場視察 

神戸新聞にて 
毎年紹介されています。 




