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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 

 

 

「えっさ、えっさ、えっさほいさっさ」、ご存知「お猿のかご

や」です。歌手の深川和美さん主宰の「童謡サロン」は、

海外を含む各地の数百人から、歌のかけ声を収集しＣＤ

化しました。東北被災地へのエールとし、収益を海辺のハ

マナス再生や学童保育など東北支援に充てるためです。 
一昨年、この事業に取り組む一方で、「童謡サロン」は

設立 7 年を経て、任意団体から NPO 法人化しました。 

以下、深川理事長へのインタビューです。 

■今、なぜ童謡ですか？ 

私自身、阪神大震災で被災し､火の 

手の中から助け出されました。以後、 

好きだったフランス歌曲に興味を失い、            

童謡やわらべうたしか口から出なくな 

りました。商店街などで童謡を歌い始 

めると、皆が足を止めて座り込み、大合唱になりました。

童謡が必要なのは私だけじゃなかったのです。 

童謡は、自然の恵みや当たり前の情景の素晴らしさを

歌っており、日本は今こそ童謡を必要としています。世代

を超えて歌える童謡は、人々のつながり、心への活力、生

きる喜びが共有できる歌なのに、近年残念ながら歌われ

なくなってきています。日本の文化遺産であり、心のふる

さとである童謡を大切にしたいと思います。 

■今までどんな活動をしてきましたか？ 

コンサートを東京・京都・神戸で毎年４回ずつと、各地の

学校・福祉施設・病院等での開催を続けてきました。九州

の病院でのコンサートで８００人が大合唱し、医師にどん

な薬よりも効果があると言われました。私自身、声を合わ

せると元気が出たことを思い出します。 

「えっさほいさっさ」は、歌えば不思議にみんなが笑顔に

なります。東北に応援メッセージとして届けるだけでなく、

現地でのコンサートも繰り返し行っています。声高に「頑張

れ」を言うよりも、歌に込めた思いが被災者に届くほうが、 

本当の力づけになると思います。童謡には、人を元気に 

できる「魔法の力」があると、私は信じています。 

■ＮＰＯ法人にした理由は？ 

活動を続ける中で、みんなで歌うことの必要性が、ま

すます高まっていることを実感しました。特別な誰かで

はなく、市民みんなの活動であり、みんなが元気に幸せ

になれるのだから、これはＮＰＯだと思っていました。活

動に注目してくれた海外の財団から、ＮＰＯ法人なら支

援を考えるというお話を受け、一歩踏み出しました。 

スタッフを含め、従来に較べて法人としての組織的な

動きができるようになったこともメリットと言えます。 

■今後、どんな活動をめざしますか？ 

コンサートやレコーディングに加え、埋もれた曲の発

掘・保存など、地域に根ざした童謡やわらべうたをもっと

日常的に楽しめる存在にしたいと思います。東北支援

は、私の中で特別なテーマとして、もういいよと言われる

までずっと続けたいと思っています。 

国内だけでなく、童謡の良さを世界に知ってもらう活

動を展開していきます。現地の日本人や二世、三世にも

聞いてもらうため、海外でのコンサート機会も大切にし

たいし、国際交流での日本の理解にも役立てたいです。 

  

今今今こここそそそ日日日本本本ににに必必必要要要ななな、、、世世世代代代ををを超超超えええててて歌歌歌えええるるる童童童謡謡謡   
観観観客客客参参参加加加型型型コココンンンサササーーートトト   ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ法法法人人人   童童童謡謡謡サササロロロンンン      

お問合せは ＮＰＯ法人 童謡サロン へ 
神戸市中央区北長狭通 3-12-14 「木馬」内 

Tel & Fax : 078-391-2505        

http://doyo-salon.net 

 
 
 

 
 

童
謡
サ
ロ
ン
風
景(

於
石
川
県
・

地
域
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
楽
生) 

深川和美さん 



 

 

 セカンドライフ準備セミナー出前講座  開催のご報告 

ワラビーは以前より、企業人がリタイア後も充実した生

活を送っていただくための「セカンドライフ準備セミナー」

導入を企業に働きかけてきました。定年が近づいた企業

人向けプログラムの“出前講座”です。 

12 月 12 日(水)、ガラスびんの国内トップメーカー、日本

山村硝子（株）（本社：尼崎市）への“出前”を行いました。

同社は、定年が近い各地事業所の社員と配偶者を対象

に 2 日間の「ニューライフプランセミナー」を毎年開催、ワ

ラビーはここ数年、毎回出講機会をいただいています。 

担当テーマは「地域活動とボランティア」、講師は中村

順子ＣＳ神戸理事長です。定年後、地域に戻って行くこと

はなかなか難しいものです。だから、まずは自分を客観

的に知ることから始めましょうと、中村さんは提案します。 

そのために威力を発揮するのが、(公財)さわやか福祉 

財団開発の「助け･助けられ上手ゲーム」。地域の人のた

めに自分ができること、地域の人

に助けてもらいたいことをカードで

示しあうゲームです。 

                     手元に残るカードの枚数で、自 

～ 「助け・助けられ上手ゲーム」で学んだ地域活動 ～ 

～ 難しい仕事だからこそ、事業所の方から直接に聞きたい ～ 

子育ての経験を活かす 病児保育・事業所説明会  開催のご報告 

ワラビーでは、生きがいしごとを探す人のために、日々個

別相談でサポートしていますが、別途、年に数回の事業所説

明会を開催しています。「より具体的なことを、直接担当者か

ら聞きたい」という声に応え、事業所の担当者から直接説明

してもらう機会です。 

今年度２回目は、12月11日（火）、病児保育に取り組んで

いるファミリエクラブ（株）の事業所説明会を開催しました。 

保育園児が風邪など病気になったとき、ふつうは通園がで

きません。そこで、ファミリエクラブは、ベビーシッターのように

お世話する人を派遣し病児保育をする事業を始めました。２ 

で希望される方が参加されました。 

 加藤さんからは、病児保育の現状、共働きの難しさなど

の話がありました。参加者の皆さんは、自身の育児経験

を思い出し、自分のことのように共感されていました。 

しかし、一方で、病気の子どもを預かる責任の重さ、病

気や保育の知識の必要性など心配も募るようで、多くの

質問や意見が飛び交いました。中には、「最初の研修内

容が全くわからない状態では、応募するかどうかも決め

られない」という意見もあり、会社として改めて検討しても

らうことにしました。その結果、応募前に研修を見学でき

るようにしていただきました。 

 仕事を探す人にとって、こうした事業所との直接のやり

取りを経れば、安心して応募できると考えています。これ

からも折を見て開催しますので、よりご自分にふさわしい

生きがいしごと発見のためにご活用ください。 

分が「助け上手」か「助けられ上手」かが視覚的に体験でき

ます。参加者の中には、多くのカードを残す「助け上手」と、

残数０枚の究極の「助けられ上手」人がいらっしゃいました。 

地域では「助け上手」だけでなく、「助けられ上手」の人に

も重要な役割があります。助けてほしい人の気持ちが分か

り、地域に必要な助けや、誰に助けを求めるかが分かる人

だからです。助ける人、助けられる人がうまくかみあってこ

そ、いい助け合いが生まれることが分かるゲームでした。 

ゲームの後は、地域でのいろいろな活動や、退職した先

輩方のセカンドライフについて、具体的な事例を通して学ん

でいただきました。企業人の皆さんにとって、ふだん関わら

ない分野だけに、最初はとまどいも感じられましたが、講座

が終わる頃には「地域」への理解も深まったようでした。 

企業から地域への橋渡し 

役として有効な“出前講座” 

です。今後とも、より多くの 

企業人に受講していただく 

機会が増えることを期待し 

たいものです。 

月からサービス開始

の、まだできたてほや

ほやの会社です。 

 ファミリエクラブ人

事担当の加藤悟さん

を迎えた説明会には､

ワラビー登録者の中 
ファミリエクラブの求人（B-2152）は３面にて紹介

しています。お気軽にワラビーにお問合せください。 

ゲームの様子 



 
 
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。 

2196 

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 

12-234 Ｔさん（女・45 才） 家庭と両立する仕事 長年の専業主婦から一歩踏み出します！ 

12-242 Ｙさん（男・80 才） なんでもやります 働くことは元気の源。私のやる気をみてください。 

12-251 Ｈさん（男・38 才） 物流・貿易関係 運送会社での経験を生かし、お役に立ちたいです！ 

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 

125 Ｙさん（40 代） 人材育成 芦屋市 音楽家の演奏活動支援事業をＮＰＯ化したい！！ 

131 Ｅさん（30 代） 居場所づくり 神戸市 子育てママとシニアがほっこりできるコミュニティカフェを計画中！ 

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-2152 
ファミリエクラブ 

株式会社 

訪問スタッフ 

（パート） 

訪問型の病児保育サービスを行う事業所です。風邪や熱を出したお子様を

１対１で温かくお預かりするお仕事です。 

勤務場所/利用会員宅（自宅から 30 分以下の範囲）    経験・能力/子育

て経験、もしくは保育の実務経験        勤務日時/週 2～3 日 8：00～

20：00 の間で 8 時間程度     給与/時給：850 円～   交通費/実費 

B-2196 

吟座 亥炉葉門 

（ぎんざ  

いろはもん） 

ホールスタッフ  

（アルバイト） 

接客、食事の提供など日本酒が中心の居酒屋で一緒に働いてくださる方を

探しています！20 代～40 代のスタッフが活躍中。経験者歓迎！ 

最寄駅/ＪＲ住吉駅       勤務日時/週 3 日～       18：00～23：00 

（早出・早上がりなど日により変動あり）       給与/時給：850 円～  

交通費/実費              試用期間/3 ヶ月（時給 800 円）   

B-2204 

社会福祉法人  

西宮市 

社会福祉事業団 

施設介護員 

（パート） 

障がい福祉サービス短期入所事業所における介護業務（送迎車運転業務あ

り）をお願いします！4 月開設予定のオープニングスタッフです。 

最寄駅/阪神甲子園        資格/普通自動車免許      勤務開始

日/平成 25 年 3 月（応相談）      勤務日時/週 1～2 回 （ローテーショ

ン、祝日勤務有り）  夜勤（16：00～翌日 9：30）     給与/1 勤務当たり

21,150 円～（夜勤手当含む）      交通費/実費（上限 2 万円/月）  

雇用期間/試用期間（3 ヶ月）以降一年更新         保険/雇用・労災・

社会保険（週 1 回勤務の場合：労災のみ） 

B-2207 
NPO 法人  

クロスハンド 

駐車場管理員 

（パート） 

店舗駐車場の巡回、及び清掃作業員、募集中！笑顔をたやさず業務できる

方、歓迎。 

最寄駅/神戸高速 新開地駅・湊川駅    経験/警備経験があれば尚良し   

勤 務 日時 /店 舗休 日 以外 、土 日 祝含む （シ フ ト制 ）  15:30 ～ 21 ： 00  

給与/時給：800 円      交通費/当団体規定による      

雇用期間/契約日から 1 年（更新可能性有）  試用期間/約 3 ヶ月（同条件） 

V-0268 
NPO 法人  

神戸ライトハウス 

ＩＴ・パソコン関連 

（ボランティア） 

障がい者の自宅や施設を訪問し、パソコン・周辺機器の初期設定、障がいに

合わせた仕様の設定、障がい者支援ソフトを使用する際のサポート。 

活動場所/神戸市       活動日時/依頼時に随時（主に平日昼間） 

謝金費/１ 訪問（１ 時間半）に つき 1500 円       交通費/実費  

備考/運転免許をお持ちの方（自家用車所有の方歓迎）  

 



 

リレーエッセイ(94)「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。 

 編集後記 

大寒を過ぎましたが、この時

期が一年の中でも、もっとも寒

い時期とされています。みなさ

ま風邪やインフルエンザにはく

れぐれもご注意ください。 

編集人は、前年も風邪でひ

どい目にあいましたので、今年

こそ、うがい・手 

洗い・マスクで 

風邪予防に努 

めます。（T） 

  NPO 法人兵庫県暮らしにやさしい防災・減災 

横山 美紀子さん （神戸市・２９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 
〶 

 一年ほど前に、仕事探しの為にふとワラビーさんのＨＰを見たことがきっかけでした。『ＮＰＯ法人兵庫県 

暮らしにやさしい防災・減災』で防災・減災を伝える内容のカルタのイラスト募集があり、ちょうど何かイラス 

トの仕事がしたいと考えていましたので早速応募し、採用して頂きました。 

 カルタを通じて、子どもからお年寄りまでたくさんの人にイラストを見てもらい評価をしていただけたことが 

とても嬉しかったです。防災・減災という決して明るく楽しいテーマではありませんが、親しみやすく分かり 

やすく、けれど伝える情報はしっかりと描きこむことができたと思います。その後、カルタを通じて福祉系の企業からもポス

ターの依頼を頂きました。 

これまで絵の仕事がしたいと考えていましたが、きっかけがなかなか掴めませんでした。私のイラストは流行を追うデ

ザインではなく、市場価値としては需要がないのではと悩んでいた時期もありましたが、自分なりの絵の活かし方が少し

見えてきたと感じています。 

 今回ワラビーさんのおかげで仕事の幅を広げることができました。人と仕事のつながりができたことに感謝 

しています。今後もご縁を大切にしてコツコツと頑張りたいと思います。現在６ケ月の息子がおりますが、育 

児と両立しながら、細く長く仕事を続けていけたらと思います。 

開催のお知らせ 

日 時 2013 年３月２日（土）   １４：００～１５：３０ 
まずはお電話ください！ 

078-841-0387    

担当：竹内 参 加 費 １，０００円 

会 場 ビュータワー住吉館ギャラリー（ワラビー事務所隣） 

 起業のスタイルは千差万別、事業内容も運営スタイルも様々です。団体の目的、やりがいとビジネス性のバランス、起

業者のもつスキルやノウハウ、それらをベースにした事業計画によって異なり、それぞれの特性が生まれます。 

 今回のセミナーは、「自分の目指す」起業を実現された 3 名の女性起業家による座談会形式で、一歩を踏み出したきっ

かけから起業後の現状まで、たっぷりとお話しいただきます。３人のありのままのお話を同時にお聴きすることで、自分に

合う起業の方法や、成功のために必要な意外な共通点など見つかるかもしれません。ぜひ、この機会をお見逃しなく！ 

「私の起業スタイル教えます！」 ＣＢ起業セミナー 

3 月 9 日（土）14：00～15：30 セミナー「誰でもわかる法人格」を開催します。詳細はワラビーまで！！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゲストスピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
阿部 佳代子さん 

（ＮＰＯ法人友之会） 

高齢者が生き生き 

暮らしていけるため 

の介護保険枠外 

サービス事業 

岸 千尋さん 

（cafe OVCE） 

長年の夢が実現 

した、新鮮な野菜 

をおいしく食べら 

れるカフェ 

岡田 全代さん 

（ＮＰＯ法人 International  

Community Island） 

子どもの英語力向上と 

共働き家庭支援のための 

英語で過ごす学童保育 




