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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 

 

 

 今月号は、もっと介護を身近に！と、高齢者対象のデイ

サービスを紹介するサイト「介護ライブラリ」を立ち上げた

ジューニ コミュニティケアの活動をご紹介します。お話を

していただいたのは、代表の山本由美子さんです。 

活動をはじめたきっかけは何ですか？ 

私自身も介護職としてデイサービス

で働いていました。そのときに、ホーム

ページもなく、発信ができないのを不

便に感じていました。また、祖母の介

護が必要となり、情報収集しようとしま

したが、ネットでは様々な情報があふ 

れているにもかかわらず、すぐ近くのデイサービスの情報

はありませんでした。この、介護職と利用者の両方の立場

を通じて、介護の世界には情報が少ないことを痛感したこ

とが、きっかけです。 

どのように立ち上げ準備を進められましたか？ 

 ウェブサイトを通じて介護の役に立ちたい、と基本方針

を決め、ホームページ作成のための勉強をしました。技術

的にはまだまだですが、一番よかったのは、教室で趣旨

に賛同してくれる仲間ができたことです。 

 どのような情報を提供するのかについても、とても悩み

ました。まず、様々な特徴がありながらも、情報発信量が

少ないデイサービスに特化すると決めました。そこから、

いろいろなアイディアを出し、試験版のサイトを作り、“実

際に取材に行き、写真を多様に使って、雰囲気を伝えら

れるホームページ”という現在の「介護ライブラリ」の形に

なるまでも、さらに四苦八苦しました。 

活動をしていく中で苦労されたことはありますか？ 

 最初は飛び込みでデイサービスを回りましたが、“無料

＝怪しい”と思われたり、話は聞いてもらえるが、何度足を

運んでも返事をもらえない、など取材ができない日々が続

きました。そこで、人からの紹介、という形に切り換えたと 

ころ、取材を引き受けていただ 

くばかりか、他のデイサービス 

も紹介していただくなど、うまく 

回るようになってきました。今で 

は取材先は 70 件を越えました。 

 もう一点が、ジューニ コミュニ 

ティケアの活動に関して、ついつい介護職の立場、利用

者の立場で考えてしまい、お金を絡めることに抵抗があ

ったことです。しかし、準備を重ねていくにつれて、「趣味

でやっていることではない」と、継続的にビジネスとして

成り立つように、意識を切り換えることができました。広

告にも工夫を凝らして、広く活用してもらえるよう営業に

も力を入れていきたいと思います。 

やりがいやこれからの目標は？ 

 今ではデイサービス一つとっても、レストランに行った

ように海を見ながらコース形式のお料理をいただける施

設、フィットネス感覚で通える施設、カルチャースクール

のように好きな習い事の日を選んで行ける施設など、介

護が必要な特別な場所ではなく、身近なものになってい

ます。「こういうサイトができるのを待っていました」という

声もたくさんいただいていることが大きな励みになってい

ます。これからも、生活とデイサービスがもっと密接につ

ながり、毎日が楽しく生き生きと過ごせるためのお手伝

いをしていきたいと思います。 

いいいろろろいいいろろろ知知知っっっててて、、、いいいろろろいいいろろろ選選選べべべるるる   

介介介護護護ををを身身身近近近にににすすするるるたたためめめのののサササイイイトトトををを運運運営営営   

ジューニ コミュニティケア  

介護ライブラリ http://kaigo-library.jp/ 

ジューニ コミュニティケアの HP もできました！ 

http://ju-ni.jp 

デイサービスを取材 

代表の山本さん 
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～ 農作業と実践者の生の声で楽しく体験、農業との新しい関わり ～ 

「丹波・篠山 農業系 CB 視察･体験バスツアー」開催のご報告 

 

 

 

１つ目の訪問先は、ワラビー事務所の前で、毎週火

曜日に篠山市からの野菜を販売している「桜ファー

ム」。店舗を構えない移動販売を主体としています。 

ワラビー恒例となった秋の日帰りコミュニティ・ビジネス

視察・体験バスツアー。第２弾は１１月３０日（金）、農業を

ベースとしたコミュニティ・ビジネスを視察のため、丹波・篠

山方面へと向かいました。参加したのは大学生から８０代

の方まで１７名の幅広い年齢層の方々で、和気あいあい

とした賑やかなバスツアーとなりました。 

兵庫県「ふるさとＣＢ創出支援事業」でＣＳ神戸のサポ

ートのもと立ち上がった２ヶ所を訪問しました。 

■ 三心五観 

（丹波市春日町下三井庄 159-1 TEL 090-6676-6283） 

 ２つ目の訪問先は、体験型農家レストラン「三心五観」。 

ここを運営する藤本傑士
た か し

さんは、もともと神戸でラーメン店

を経営していました。自身の「食 

へのこだわり」をカタチにするた 

めに、このレストランをオープンし 

ました。藤本さんが畑を耕し、奥 

さんと仲間が調理を担当、家族ぐ 

るみで運営しています。 

 

「桜ファーム」を運営している 

藤久保幸輝さんは、もともとは 

旅館の板前をしていました。そ 

の仕事の中で、直接農家と取引 

することもあり、農作物の流通 

や高齢化など農家の厳しい現状を知るようになりまし

た。そこで農家と消費者の間を取り持つ形でのビジネ

スができないかと考えたことがきっかけでした。 

桜ファームは、農家から直接買い付けたり、市場な

どの中卸から仕入れた野菜を移動販売、イベント出

店、宅配などで届けるのが主な業態です。限られた方

法に絞っている理由は、コスト削減。店舗経営は家賃、

店員などにコストがかかります。通販も箱詰にコストが 

ることにより直売店並みの価格が実現。消費者に届け

ても利益が出るようになりました。 
 やりがいを感じる瞬間は、毎週届けるお客さんと顔を

合わせて販売できること。コミュニケーションをとること

で、直接感想をもらい、仕入れる時や農作業をしている

ときも顔が浮かび、やる気をもらえます。 

 今後は販売先のネットワークを作り、それを拡大し、

生産者の力を引き出すことで第６次産業のような業態

を目指しています。 

到着すると、木のぬくもりを感

じるダイニングで食事を摂りな

がら、藤本さんの自然栽培にか

ける想いや、「食へのこだわり」

のお話を聞きました。 

食後は、車で５分ほど離れた畑で、大豆の収穫。みんな

で心地よい汗をかき、軽い農作業を終えました。 

バスツアーの帰途、参加した皆さんから「貴重な体験を

した。周囲の人にも伝えたい」、「農業に取り組む方からポ 

ジティブな想いばかりが聞け

て、勇気づけられる体験だっ

た」、「若い人が、農業や健

康について真剣に向き合う

姿に感動した」などの嬉しい

声をいただきました。 

かかり、クレーム返品も多

く、桜ファームが野菜を売る

には合わないと考えていま

す。一方で、売れ残りを値

下げし、飲食店へ持ち込む

など、２次販売先を確保す 

ランチは、プレートに野菜を活かしたお惣菜、味噌汁。特

にこの味噌汁は、野菜を重ねて煮ることで、野菜の持つう

まみを引き出す「重ね煮」という調理法です。動物性のダシ

を一切使っていないのに、しっ 

かりとした味で参加者の皆さん 

もびっくりしていました。 

この三心五観を開業するに 

あたり資金面では苦労もありま 

した。一方で、丹波市に移住す 

ることでもらえる補助金や、住宅の建材を県内の木にこだ

わることで兵庫県からもらえる補助金など、さまざまなチャ

ンスもありました。売り上げの面では、まだ利益を出せる段

階ではありませんが、そうしたチャンスを活かしながら運営

していきたいと考えています。今後は、この地域の仲間で

集まり、「地域自給できるまちづくり」という夢に向かって組

織作りをすすめるそうです。 

農作業体験（大豆収穫） 

三心五観に到着 ■ 桜ファーム 

 （主な活動場所ＣＳ神戸前 TEL 090-4495-6003） 



 
 
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 こんな仕事を探してます ひとことメッセージ 

12-223 Ｄさん（女・76 才） 調理、その他なんでも 病院の厨房で 40 年。経験生かしてまだまだ働きたいです。 

12-230 Ａさん(女・48 才) 障がい者の就労支援 相談員の経験あり。週 3 回、9 時～5 時で探しています。 

12-235 Ｋさん(男・50 才) 軽作業 体を動かし、こつこつ、黙々とやる仕事が得意です！ 

 
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 

109 I さん（50 代） 人材育成 西宮市 スポーツをする子どもの人材育成支援活動をＮＰＯ法人化したい。 

122 Ｔさん（40 代） 就労支援 神戸市 ＩＴのスキル習得訓練を通して就労支援を目指しています！ 

 

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-2160 株式会社 トリドール 
障がい者指導員 

（契約社員） 

讃岐うどん専門店やラーメン専門店などの店舗での清掃業務、及び、障がい

者スタッフの清掃業務指導、現場責任者としての仕事です！ 

勤務地/神戸市北区周辺の店舗     資格/普通自動車免許    経験/

一般企業もしくはＮＰＯなどでリーダーとしての経験。 ※障がい者就労支援

機関勤務経験歓迎   勤務日時/月曜～金曜  6:30～15:30  給与/時

給：900 円～1200 円   交通費/実費（全額支給）   雇用期間/6 ヶ月（更

新あり）    保険/雇用・労災・社会保険       備考/定年 65 歳  

B-2171 
本山学童保育所  

ひまわりクラブ 

学童保育指導員 

（パート） 

宿題を教えたり、一緒に遊んだり、遠足やキャンプ（スキー）に行ったり、昼食

やおやつ作りをお願いします！子ども好き、歓迎。 

最寄駅/阪神 深江駅   資格/高卒以上（保育士・幼稚園教諭などの資格

があれば尚良し）   経験/不問    勤務日時/月曜～金曜：12:30～19:00  

土曜、長期休暇中：8:00～19:00 （時間内でシフト制） 勤務日時は応相談   

給与/時給：800 円    交通費/なし     保険/労災（雇用・社会保険は

条件に該当する場合）  

B-2172 

NPO 法人  

コミュニティ・ 

サポートセンター 

神戸 

駐輪場管理員

（パート） 

自転車駐輪場の利用・駐車料・維持管理、放置自転車の防止等駐輪指導業

務をお願いします。長期で働ける元気な方を募集！ 

最寄駅/JR 住吉  勤務日時/シフト制（月曜～日曜まで勤務可能な方）  

5：30～17：00 の間で 3 時間～6.5 時間        給与/時給 750 円    

交通費/実費 （上限 350 円/日）       雇用期間/3 月 31 日まで（以後、

1 年毎の更新）    保険/労災 

B-2173 

株式会社 今井商店 

コウベワインセラー 

NAKAYAMATE 

販売員（パート） 

業務用酒類を販売するワインショップでの販売業務です。未経験者歓迎！ 

最寄駅/各線 三宮駅    勤務日時/週 3～5 日、13:00～22:00 （応相談）  

給与/時給：950 円        交通費/実費      雇用期間/定めなし 

保険/雇用・労災        備考/バイク通勤可  

Ｖ-0264 
NPO 法人  

にじのかけ橋 
ボランティア 

障がい者の通所型事業所での昼食時のお味噌汁作り（30 食）、配膳や後片

付け、活動のお手伝いをしていただける方を探しています。 

最寄駅/阪神石屋川、阪神バス御影大手筋   活動日時/毎週火曜、又は

木曜、10:30～13:30 頃（昼食の後片付け終了まで）   謝金/一回の活動で

500 円（交通費含む）・昼食提供    備考/関心ある方の見学歓迎します。 

 



  

     
 

「あぁ～もうすぐ還暦や。今まで自分のことばっかりで、これからはなんか人の役に立てることはない 

やろか」と思っていたときに、ワラビーを知りました。『生きがいしごと』というフレーズと、「方法がわから 

ない人サポート」ということが書かれていたので、すぐに電話をして相談時間を取ってもらいました。 

私は絵を職業としているので、これを生かせるところはないでしょうか、という相談です。私なりに考 

えていたことを伝えました。実に現実が分かっていないことがわかりました。「こらナビゲートしてもらわ 

んと道間違うわ」と思いました。 

お陰様で、短時間にとても内容の濃い情報をもらい、たくさんの人たちと出会い、話しました。見事に入り口が見えてき

ました。こうなれば前進あるのみ。デイサービスの施設での絵画教室です。とは言うものの、見ず知らずのおっさんが、い

きなりやってきて「ハイ、絵を描きましょう」と言っても、描けるものではありません。大人になってからの絵は、自分が描き

たいと思わなければ、描けるものではないからです。絵に興味を持ってもらうにはどうしたら良いのか。「何十年も絵なん

か描いたことのない人ばっかりや。そらそや、世の中のほとんどの人はそうや。そしたらどないしょ。なんで子どもは教えも

しないのに絵をかけるの。楽しいからや！」それでまた、何か見えてきました。絵の基本中の基本がチラチラ見えてきまし

た。今それを実践しています。 

リレーエッセイ(93)「私の生きがいしごと」 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （愛称：ワラビー） 
 

ＣＢ交流サロン 

編集後記 

 今年もあっという間に年

の瀬です。ちょうど一年前

の編集後記を見てみると…

一日一日を大切にしていき

たいと書いていました。一

年を振り返り、また次の一

年の目標を立てる。 

そうした区切りが 

大切なのだ… 

と言い聞かせて 

忘れていたことを 

忘れよう。（Ｔ） 

    中井工房 

  中井 初夫さん （東灘区・59 才） 

シニア交流サロン  「何かを始めたいシニア集まれ！」 開催のご報告 

                 自由時間を生かして 

何かやりたいけど､やり

方がわからない人のた

めに、11 月 17 日(土)、

ワラビーでは標記のサ

ロンを開催しました。 

 コーディネーターは、中高年の起業や生きがいづくりを

支援する PAP-JAPAN 代表の川井眞理さん。長年、ライタ

ーとしてシニアウォッチングや取材を続け、現在はキャリア

コンサルタントとして活躍中です。 

 「自分がやっていること、やりたいことをフランクに話し合

い、お互いの知恵と経験を交換し合おう。その中から、気

づきを得、協力しあえる人を一人は見つけよう。」川井さん

の呼びかけどおり、参加者の率直な発言、貴重な出会い

を活かそうという気運が盛り上がった会になりました。 

 自己を語るところからスタートし、やりたいことを話し合う 

うちに、話題は仲間づくりの難しさと大切さに集約されて行き

ました。「男性は仕事一筋で来て、地域には入り辛い」、「趣

味や一緒に取り組める何かがあればいい」、「同じ方向を向

く人を見つけ協力しあいたい」などの話が飛び交います。 

 そのための方策は、「自分から話しかける」、「何かを一人

でも始める勇気が必要」、「年齢や経験にこだわらず、過去

をリセットして新しいスタートをする」などでした。. 

 最終は、参加者個々がこれからどうするかを話し合いまし

た。「今日のことを忘れない」、「出会いを大切に」、「前に向

かって進む」、「自分の時間割を作る」など、気づきを得た中

からの銘々の言葉が印象的でした。 

 川井さんからは、「首は横に振るより、縦に振る方が簡単」

という、前に一歩進む行動のヒントになる言葉の紹介と、「ア

ンテナをしっかり立てて情報収集＆自分の興味あることもち

ゃんと発信する」生き方が、仲間づくりとやりたいことを見つ

ける上で大切というアドバイスがありました。 

 

お問い合わせはこちらまで 090-6976-1727 

〒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 12 月 27 日（木）から 1 月 3 日（木）まで冬休みをいただきます。 

ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸（ＣＳ神戸） 

 




