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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 

 

 

NPO 法人北区子育て支援センター（神戸市北区） 

廃園となり、雑草だらけになっていく幼稚園を、地域で

子育て支援のために有効活用したい、と NPO 法人を立ち

上げました。理事長の竹村さんは、「当初は行政との交渉

も難航し、地域の理解もなかなか得られなかったところを 

説得して回った。“やろう”という 

気持ちが大事。地域はいいこと 

も悪いことも見ているので、理 

解してもらえるまで頑張った」と 

話します。２組の親子から始ま

り、参加者とともに考えながら少しずつ発展し、現在では

120 組の親子が通っています。自分自身のやりがいや充

実感があるから、と続けてくれるボランティアに支えられな

がら、親にも子どもにもいっしょになって寄り添うサポート

を行っています。参加者からは「立ち上げの苦労と継続し

て運営していく大変さを感じながら、それでも壁を乗り越え

て一歩ずつ前に進まれていることに感銘を受けました」と

いう感想が寄せられました。 

三木精愛園カレーハウス moimoi（三木市） 

 次に訪問したのは、障がい者支援施設（社福）三木精愛

園が運営するカレーハウス moimoi です。就労の機会を得

るのが難しい重度の障がい者 

が、働く経験ができるようにと 

立ち上げました。 

 軸原園長の「会話が難しい 

障がい者が、日頃、店内で 

“ありがとう”という言葉が飛び交うのを聞いているうちに、

言葉の意味を理解し、父親に“ありがとう”と言った。『この

子に、まさか“ありがとう”と言ってもらえるとは思ってもい

なかった。すごく感激した。』と親御さんに言っていただき

ました」とのエピソードに、障がいの有無や程度に拘わら

ず、働く場の必要性が実感できました。田上店長からは

「みんなが地域の中で楽しさと厳しさを味わいながら目に

見えて成長しているのが何よりも嬉しい」と語っていただ

きました。 

 ログハウス風の建物で食べたカレーは、参加者全員か

ら「おいしい！また来たい」との声が上がりました。 

感動と励ましをもらった CB 視察バスツアー  ご報告 

異分野コミュニティ・ビジネス３団体を訪問 
9 月20 日（木）、秋の恒例企画となったコミュニティ・ビジ

ネス視察バスツアーを実施しました。今年の視察先は神

戸・三木方面です。幅広い年齢層の参加者から「現場で

感動と励ましをもらった」「知識だけでは得られない実感

がある」と大好評だった訪問先の３団体をご紹介します。 

Calfarm-KOBE（神戸市西区） 

 最後は、「食べること、人を 

育むことが農業の基本」と、 

まちづくりや人材育成の視点 

で農業を捉え、食育や研修 

事業などにも積極的に取り 

組んでいる「キャルファーム神戸」を訪れました。 

 「日本の食物自給率 40％に対し、神戸は約 14％。人が町

と農地を行ったり来たりできる恵まれた環境の神戸だから

こそ、できる農業を」と、町と畑をつなぐために、移動販売を

行ったり、ときには“畑DE 婚活”などのイベントを開催したり

しています。 

 代表の大西さんは「これからは、“コミュニティの中の農”

CSA（Community Supported Agriculture）が必要だと思う。

買い手と作り手が、コミュニケーションが取れるという意味

での“顔が見える農業”を築き、生産者と消費者という立場

ではなく、地域での生活者として農業に取り組む社会にな

っていくことを目指しています」と語られました。参加者から

は「食に関して、今まで考えなかった視点・発想が得られ

た」との意見が多く聞かれました。 

 



 

 

～地域課題に誠実に取り組むリーダーの姿に感銘～ 

 

福祉分科会   

「障がいがあっても高齢になっても、住

み慣れた地域で楽しく暮らすために」 
ＮＰＯ法人ケアット  

理事長 岡本芳江さん                 

ひょんなことから介護に関わり、や

がて自分なりの介護を目指して介護

事業を開業しました。主として高齢者

デイ、障がい児デイや療育支援のほ

か、制度外事業を行っています。 
住んでいる魚崎地域を大切にし、

地域の人に役立つＮＰＯらしい活動を

続けて行きたいと考えています。   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 街の賑わいづくりと観光拠点創出

のため、2006 年から 3 年間の取り

組みでモニュメントが完成しました。 

完成後半年間の経済波及効果は

143 億円近くになりました。 

 今後、地域産業の強化、地域の

安心・安全、多文化共生、地域コミ

ュニティの再生などが課題です。 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

具体的に学べて参考になったと好評だった分科会 
去る 9 月 15 日(土)の標記フォーラムは、本誌前号既報のとおり、㈱ケアーズ代表取締役の秋山正子さんの基調講演

と、それに続く分科会形式で行われました。会場でのアンケート結果、基調講演と分科会のいずれも、「参考になった」が

93%、「今後もぜひ参加したい」が 77%と、嬉しい評価をいただきました。 

分科会は、5 グループに分かれて実施しました。「事例紹介」と「資金調達」以外の3 分科会について、紙面の都合上ほ

んの一部になりますが、お話の内容とパワーポイント画面を以下にご紹介します。 

子育て支援分科会 

「医療的ケアを必要とする児との統

合保育」  

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 

医療的ケアが必要な子ども、障

がいを持つ子ども、健康上の不安

のない子どもたちがともに育ちあう

統合保育を行っています。 
運営では、団体の外の力もドンドン

借りること、「そもそも何を実現した

いのか」に、いつも立ち返ることを大

切にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報報告告  

記記事事  
分分科科会会  



 
 
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 

12-169 T さん（女・38才） ボランティア 児童・高齢者施設に伺い、楽しい出前コンサートを行います！ 

12-170 T さん（男・59才） 営繕 手先の器用さには自信あり。まじめに丁寧に仕事をします。 

12-175 Sさん（男・69才） ポスティング 心身ともに元気です。徒歩でちらしを配布してまわります！ 

 
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 

99 N さん（60 代） 障がい者支援 神戸市 障がい者が将来自立生活できる事業を計画しています。 

102 A さん（50 代） 子育て支援 神戸市 只今、勉強中。小規模で丁寧に対応できる学童をやりたい。 

 

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-2099 

NPO 法人メーヴェ  

地域生活 

サポートハウス  

メーヴェ 

生活支援 

 （パート） 

ホームヘルパー・ガイドヘルパー募集！障がい者の自宅に訪問し生活・外出

サポート、特別支援学校へ通う児童の余暇時間のサポートをお願いします。 

最寄駅/JR 明石、又は地下鉄伊川谷駅    資格/ヘルパー2級、介護職員

基礎研修過程修了者、介護福祉士のいずれか  勤務日時/9：00～20：00

で 4 時間程度（応相談）、土・日に 8 時間勤務可能な方であれば尚良し  

（60分休憩）    給与/時給800円      交通費/実費（上限500円/日） 

保険/労災      試用期間/3 ヶ月（同条件）     備考/正社員登用の

可能性有り、マイカー通勤可 

B-2107 

学校法人 

茅渟の浦学園  

茅渟の浦幼稚園 

幼児見守り・ 

調理 

（契約社員） 

幼稚園時間終了後の園児のおあずかり、見守り（２才児教室）、昼食調理の

お仕事です。子ども好きで長期勤務を目指す方、丁寧に指導します！ 

最寄駅/神戸市バス 鴨子ｹ原 2 丁目 資格/幼稚園教諭 2 級 経験/不問  

勤務開始日/2013 年 4 月 1 日     勤務日時/月曜～金曜 8:00～17:00 

給与/月給 17 万円 賞与 4 ヶ月    交通費/実費     雇用期間/1 年、

正社員登用の可能性有り    保険/雇用・労災・社会保険   試用期間/ 

3 ヶ月（同条件）  

B-2111 NPO 法人ポプリ 

 

生活支援  

（パート） 

高齢者・障がい者の食事の用意など、制度外サービスを手伝っていただける

方、ご応募お待ちしています！ 

最寄駅/鈴蘭台    資格・経験/不問        勤務日時/週 2 日程度

（現在、月・火・金曜募集中）    給与/時給 800 円       交通費/実費

（上限 1,000 円/日）      雇用期間/1 年更新       試用期間/なし  

B-2116 

株式会社  

ワールド 

ビジネスサポート 

就労支援 

（契約社員） 

知的障がいのある方の職場定着支援業務に熱意がある方、募集中！ 

最寄駅/ポートライナー市民広場駅  経験/就労支援の経験あれば尚良 

勤務日時/週 5 日、9:00-17:30  給与/時給 990 円～1,100 円   交通費/

実費        雇用期間/初回契約 2 ヵ月、以降、6 ヶ月更新    保険/

雇用・労災･社会保険        試用期間/2 ヵ月（同条件）  

V-0258 
公益財団法人 

PHD 協会 
ボランティア 

事務所作業（使用済み切手の整理、書き損じ・未使用はがきの整理、会報発

送、HP 作成、バザー手伝い等）のお手伝いをしてくださる方、大歓迎！  

最寄駅/JR 元町、阪急花隈、阪神西元町    活動日時/10:00～12:00・

13:00～16:00 の間で空いている時間に           謝金・交通費/なし  

 



  

     
 

私は今、酒造会社で週に３～４日、お昼までのパートの仕事をしています。内容は分析作業のお手 

伝いで、この３ヶ月間、社員の方から丁寧に手順を教えていただきました。何度か失敗しながらも、温 

かく励ましていただき、やりがいを感じながら働かせていただいています。勤務時間帯や勤務場所など 

私にとって大変好条件の中、働くことができましたのもワラビーさんのおかげです。 

自宅からほど近いワラビーを再び訪ねたのは、今年の６月です。子供の学年が上がるごとに少しず 

つ余裕ができ、その時間を活用し自分も外に出て働きたいという気持ちが以前にも増して強くなってい 

ました。しかし、気に掛かることもありました。それは、子供が病気になった時や、最近では時々気象警報が出ますが、そ

ういう時の対処や、家事と仕事の両立のことでした。 

ワラビーさんで相談する中で、「案ずるより産むが易し」と優しく背中を押していただいたのだと思いました。それから、

前に一歩踏み出し、ある事業所に面接に行きました。あいにく、その面接の合否通知が届かず諦めかけていた頃、また、

ワラビーさんから今回の求人のお話を頂きました。今は、このお仕事を精一杯やらせて頂きながら、家族や自分も笑顔を

増やせたらよいなと思っています。 

リレーエッセイ(91)「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 

朝晩の涼しさが少し寒く

感じられるようになりまし

た。つい先日まで暑いと汗

を拭っていたのが嘘のよう

です。季節の変わり目には

体調管理に充分気をつけ

たいですね。 

そのかわり、寒さが増せ

ば、美しい紅葉に 

出会えるかも知 

れませんね（T） 

    菊正宗酒造（株） 

  鈴木 妙子さん （東灘区・47 才） 

「丹波・篠山 農業系 CB 視察・体験バスツアー」 

大変好評につき、コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）先進事例を巡る視察ツアー

の第２弾として、農をテーマに丹波・篠山に繰り出します。 

丹波･篠山の生産者と神戸の消費者を繋ぐ取り組みや、自家栽培の食材を

活かしたレストランなど、農業とかかわるＣＢ実践者のお話を聞きます。もちろ

ん、自家栽培のお野菜を食べたり、農作業体験など、丹波･篠山の秋の実り

を満喫できます。先着 20 名。お申込はお早めに！ 

 

     

        

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 〶 

開催のお知らせ 

 

まずはお電話ください！ 078-841-0387 担当：狩野・竹内 

 

日 時  ２０１１年１１月３０日（金）  ワラビー事務所 集合 9：00  ワラビー事務所前 解散 18：00  

＊ 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） 

参加費  3,000 円（昼食代込み） 

＜視察先＞ 

①桜ファーム（黒豆の館） 

野菜の流通で篠山の生産者と神戸の消費者を繋ぐＣＢを立ち上げている実践者の生の声を聞きます。 

②三心五観（丹波市春日町） 

体験型の農家レストラン。神戸で人気ラーメン店を営んでいたオーナーが丹波市に移住。自家農園で採れた無農

薬無化学肥料の野菜を中心に地域の食材を活かした食事と農作業体験。（ランチ付で説明いただきます） 

 

▲ 桜ファーム 

  三心五観 ▲
 




