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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法人こども育ちわたし育ち Madrina は、2000 年に

宝塚で発足した後、芦屋に拠点を移し、2011 年にＮＰＯ法

人化しました。特色ある活動で子育て中のお母さん方から

信頼が厚く、毎年クチコミで定員が充足できる団体です。

以下、代表理事の石丸真理子さんにお聞きしました。 
◎ 起業のきっかけは？ 

 もともと私が幼稚園教諭をしていたことに加え、自分の

子育て時に経験した子育てサークルが原点と言えます。 

悩みの共有や育児のストレスが発散できるなど、毎回

のママ友達との交流が楽しみでした。みんなと一緒と思え

て、悩み苦しむことなく育児を楽しめました。その経験を生

かしながら、支援できる場を作りたいと考えたのです。 
また、子どもたちに生きる力を持たせ、強い子どもに育

てたい、楽しみながらの子育てを通じて次世代を健全に

育てるお手伝いをしたいという想いも強かったです。 
子育ての基本は親子のスキンシップにあると考え、でき

るだけふれあえる場づくりをということも考えています。 

◎ 活動の内容は？ 

常設ではなく、曜日を決めて、スタッフ５人とともに市立

潮芦屋交流センターで活動しています。 

未就園児対象の幼児教室は週２日開催し、子ども同士や

先生との関わりの中で豊かな体験をと考えています。ほ

められ認められる中で自信をつける取り組みに力を入れ

ています。他に月２回、地域の自然に親しんだり、電車で

遠出をするなど、野外活動をします。 

 

親子教室は、週１日、一緒に遊びながら親子の関係

を深めます。育児について学べる機会であり、子育て仲

間づくりにも役立ちます。親子教室終了後は、まちの子

育て広場として、非会員の親子にも開放しています。 

他にも、お父さんお母さん方が楽しみながら学べるイ

クメン講座、ママクラブがあります。また、「おやこふれあ

いコンサート」は、毎年の恒例行事になっています。 

◎ なぜＮＮＮＰＰＰＯＯＯ法人ですか？ 

活動場所を借りるため、法人格が 

あるほうがベターと考えたことがきっ 

かけでした。ワラビーに相談し説明を 

聞くうちに、子育てを通じて社会に貢 

献していることを再認識し、ＮＰＯ法 
人にピッタリだと思いました。 

子育ては、子どもに対する一方通行の行為ではなく、

親も成長する良い機会です。スペイン語で介添え人を意

味する Madrina を加え、子どもたちやお母さん方に寄り

添いながら、その成長に役立ちたいと命名しました。 

保育所、幼稚園と違って、お母さん方を受け止める地

域の居場所にもなっていると思っています。 

◎ 今今今後後後ののの活活活動動動ははは？ 

私たちは周りの人や環境、社会に育ててもらいまし

た。今のお母さん方にも、子どもたちをみんなで育てて

いくという想いを持ってほしいです。そのための居場所と

しての活動を、これからもずっと続けていきたいです。  

子育てが一段落したママには、想いがわかるからこ

そ、寄り添えるスタッフとして一緒に活動していただき、

共に成長していきたいと考えています。 

起起起業業業ののの原原原点点点ははは自自自分分分ののの子子子育育育てててサササーーークククルルル経経経験験験    
   NNNPPPOOO 法法法人人人   こここどどどももも育育育ちちちわわわたたたししし育育育ちちち MMMaaadddrrriiinnnaaa      

ＮＰＯ法人こども育ちわたし育ち madrina 
Tel & Fax ： 078-219-7561 

http://www.eonet.ne.jp/~kodosodamadrina/index.html 
活動場所：潮芦屋交流センター(芦屋市海洋町 7-1) 
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シリーズ なかま募集 （7）  「シニアことはじめ倶楽部 KOBE」 

ワラビーでは、企業をリタイアしたシニアの人たちが、地域活動に取り組むことを応援しています。活 

動には、まず仲間が必要。今回は、シニア仲間を募って活動を始めようと、準備を始めたグループをご 

紹介します。興味関心ある方は、下記連絡先までご連絡ください。 
 団体立ち上げのきっかけは？ 

仲間になりませんか？ 

～ シニアの皆さん、新しいことにチャレンジしませんか ～  

「シニアことはじめ倶楽部ＫＯＢＥ」連絡先    
住所：〒654-0151 神戸市須磨区北落合１丁目３－５－101 電話：090-3928-6232 山本友彦さん 

代表の山本さん 
代表の山本友彦さんは、定年後の転職を経て昨年春に退職、何かを始めたいと考えていました。地 

域活動について学べる公開講座を受講するなど行動を開始し、焦点を絞ろうと熟考、仲間との懇談を 
重ねるうちに、同世代の人たちへの理解が深まりました。自分の時間は出来たけど、経済的な余裕がなく、地域とのつな

がりや一緒に活動する仲間が不在という人が少なくないのです。 
セカンドライフは、もっと生き生きとした充実感や達成感が得られるものでありたいと考えた山本さんは、“新しいことに

チャレンジしませんか！” をテーマとした活動をスタートすることにしました。仲間とともに新しい一歩を踏み出したいと、

「シニアことはじめ倶楽部ＫＯＢＥ」が立ち上がることになったのです。 

自分らしい働き方を求めて  「こんなふうにワラビーを利用しました。」 

会の運営は、仲間で相談しながら進めることになりますが、構想は次のとおりです。 
【 組織  】  シニアが気軽に参加できる会員組織とし、会員の要望を出来るだけ反映していきたいと考えています。 
【 活動  】  ①語ろう会 ②セミナー ③勉強会 ④体験会 ⑤会員懇談会 など、できるところから順次開催します。 
【ステップ】  １）相互理解を深め、２）興味あるテーマ毎に勉強や体験を行い、３）チームで一緒に活動に取り組みます。

３月１日（金）には、最初の活動として、「シニア“ことはじめ”を語ろう会」が開催されます（於 ビュータワー住吉館）。 
引き続き、仲間を増やしながら、バラエティに富んだメニューにチャレンジしていきたいと考えているそうです。 

ワラビーの就業相談窓口では、求人やボランティアを探しに来られたみなさんが自分らしい「生きがいしごと」を見つけ

ていただけるようお手伝いしています。今月号では、事情を抱えながらも、たくさんのチャレンジをして、自分らしい生き方

を見つけた方、そして定年後の生きがいを見つけた方の２つの事例をご紹介します。 

私は、学校卒業後、５年間小さな会社で事務の仕事をしていましたが、その後の転職はうまくいきま

せんでした。採用されても試用期間で契約を打ち切られたり、契約更新できず短期間で終わってしまい

ます。何度も採用と解雇を繰り返すうちに、他人にはできるが自分にはできないことがたくさんあること

に気付きました。相談できる窓口をワラビーで教えてもらい、自分には障がいがあることがわかりまし

た。今では、障がい者手帳を取得し、自分の特性を理解してもらえる環境で、自分に合った働き方をし

ています。私は人一倍できないことが多いので、人一倍努力をしていきたいと思っています。 

昨年定年退職をしました。医療関係で働いていましたが、定年後は週２日程度を障がい者支援に

関わることで社会貢献したいと思っていました。定年前からいろいろなところに相談に行く中でワラビ

ーを紹介され、いくつかの団体を紹介してもらいました。しかし、畑違いのため、ボランティアはすぐに

は決まりませんでした。しばらくしてワラビーから、「週に２日、就職に結びつかない若者支援をする有

償ボランティアをしないか」とお話がありました。障がい者支援ではありませんでしたが、ビジネスマナ

ーなどこれまでの仕事の経験を活かせ、社会貢献したいという願いを叶えることができました。今後も

この活動を続けながら、最初の目標である障がい者支援に関る活動をしたいと考えています。 

太田 良夫さん 

木村 正美さん 

衣料品物流 

若者就労支援 
ボランティア 

（仮名６０代） 

（仮名３０代） 

スタッフ 



 
 
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 パントリー  
六甲アイランド店ｐ 

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 

255 M さん（女・25 才） 広告デザイン 美術大卒。革製品の制作・販売経験を活かしたい！ 

268 Y さん（男・72 才） なんでもやります 健康優良男。北区在住の私にできることがあればお知らせを！ 

283 K さん（女・50 才） 経理・ネットショップ 経理畑 20 年。PC スキルを活かし長く働ける仕事探し中！ 

 
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 

142 S さん（50 代） パソコン指導 神戸市 出張訪問でシニアの方にパソコンの使い方を丁寧に指導します！ 

146 T さん（50 代） 高齢者介護 三木市 仲間と共に地域に役立つヘルパーステーション経営を目指しています 

 

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-2230 
パントリー  

六甲アイランド店 

販売スタッフ 

（アルバイト） 

食に興味ある方、歓迎！販売、調理補助、品出し作業をお願いします。 

最寄駅/六甲ライナー アイランドセンター駅   勤務日時/週 3～4 日から 

8:00～18:00 の間で 4～5 時間    給与/時給：800 円   交通費/実費 

（上限 10,000 円/月）   保険/労災、雇用（労働時間による）   試用期間/ 

1 ヶ月(同条件）  備考/土日祝日出勤可能な方のみ  

B-2233 
社会福祉法人  

すいせい 

PC 

インストラクター 

（パート） 

障がいのある方に寄り添いながら就労に向けて基礎から上級レベルまでマ

イクロソフトオフィス操作指導・講習を行うお仕事です。 

最寄駅/神戸市営地下鉄 学園都市駅  資格/PC、オフィスソフト等の資格  

経験/PC インストラクター又はオフィスソフト指導経験者   勤務開始日/ 

2013 年 3 月  勤務日時/週 1 日～2 日（月～金の間で）10:00～12:00 又は

13:00～15:00  給与/時給：1,000 円    交通費/実費      雇用期間/ 

1 年更新     保険/労災     試用期間/3 ヶ月（同条件） 

B-2234 

NPO 法人  

コミュニティ・ 

サポートセンター 

神戸 

施設管理 

スタッフ 

（パート） 

収容人数 250 名の小さな文化ホールでの企画、立案、実施および管理業務

（受付、応接、各種点検、修繕、清掃）をお願いします。 

最寄駅/阪神 魚崎駅        能力/PC でチラシ・書類作成     

勤務日時/週 3～4 日（土・日含む）シフト制   1） 8:30～15:00  2) 14:45～

21:15  3) 8:30～17:00   給与/ 1） 5,000 円  2) 5,000 円  3) 6,500 円  

交通費/実費（規定により支給）     雇用期間/2013 年 4 月 1 日～2014 年

3 月 31 日（更新の可能性有り）     保険/労災・雇用      試用期間

/3 ヶ月（同条件）        勤務開始日/ 4 月    

B-2240 

社会福祉法人  

神戸市北区 

社会福祉協議会 

学童保育指導員 

（パート） 

北区 5 ヶ所の神戸市立児童館 1)桜ノ宮 2）からと 3）北五葉 4）長尾 5）

小部で学童保育指導員を募集！ 

資格/保育士、又は、教諭免許（必須）     勤務日時/週 4～5 日  平日：

13:00～18:00 （うち 4 時間、シフト制、休憩なし）、    土曜：9:00～18:00 

（うち 7.5 時間、休憩 45 分）      給与/時給：920 円    交通費/実費

（上限 2,000 円/日）   雇用期間/～2014 年 3 月 31 日 （更新の可能性有）  

保険/雇用、労災   試用期間/研修 1 週間 （同条件）   備考/車通勤可 

V-0272 
NPO 法人  

にじのかけ橋 
ボランティア 

石屋川の市民花壇で障がい者の方々の園芸介助（草抜き・水遣り）や車椅

子の方の介助をお願いします！ 

活動場所/石屋川の市民花壇  活動日時/毎週水曜 10:00～12:00 

＊雨天の場合は室内軽作業のお手伝い     謝金/1 回の活動で 500 円  

 



 

 

リレーエッセイ(95)「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 

巻き寿司を丸かぶりしたと思

ったら、もうチラシ寿司です。相

変わらず食べ物基準で失礼し

ました（笑） 

年度始まりの４月まであと一

ヶ月です。少し春を感じるこの

季節になってくると、花粉や季

節の変わり目特有 

の体調不良に気 

をつけたいです 

ね。（T） 

  あすなろ学童保育所 

安本 多恵子さん （東灘区・７６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 〶 

「名前はなんと呼びますか？」、「タエちゃん！」。２１名の児童全員一致で呼び名が決まったその日か 

ら、学童保育の指導員の一員として、子供たちの友として、夕方の２時間楽しい交流を持っています。 

職を離れて一年経ち、老的生活に現実感を失い、家の近くにあるワラビーへ生きがいしごとを探しに 

出かけました。「子どもたちと共に生きたい！」という願いそのままの仕事を求人欄に見つけました。学校 

と家庭の途中にあるオアシスの学童保育所。年齢のことが気になったので問い合わせてもらうと、６５歳 

くらいまでを想定していたそうですが、交渉の末、面接していただけるとのこと。「ダメもとで行ってみたら？」と後押しされ

て出かけた私を子どもたちはすぐに受け入れてくれました。 

タエちゃんコールにシニア気分は吹っ飛んで、相撲に将棋に、トランプ、ゲーム、けん玉とお望み通りに相手をして、宿

題を見守り、本読みの聞き手にもなる。仕事を持つ両親の帰宅まで、心厚い指導員の厳しさと温かさに包まれて、家族の

ような強い絆で結ばれています。おやつは手作り。一ヶ月単位の行事のプログラムには、心と身体を育てる工夫とアイデ

アが満載で、その意識の高さに頭が下がります。 

ご両親から大切なお子様を託された責任を一身に感じつつ、孫娘のような女子大生と一緒に、老的ポカを恐れず子供

たちの友の一人として充実の日々を送りたいと願っています。 

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！！ 

  事業所説明会開催のお知らせ 

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

078-841-0387    

担当：瀬光（せみつ） 

場   所   NPO 法人ポノポノクラブ事務所   

 （六甲ライナー アイランドセンター駅下車 神戸ファッションマート３F） 

 

NPO 法人ポノポノクラブが、「ふれあいサービス」(４月１日開始予定)のオペレーターとして、有償ボランティアによるシ

ニアの参加を募集しています。 「何か私で役に立つことはありませんか？」、「今までの経験や知識を地域のために活

かせる場はありませんか？」etc. ワラビー相談でシニアの方々からよく聞く、こうしたご希望にピッタリの情報です。 

「ふれあいサービス」とは、高齢者の孤立を防止するための見守り安否確認サービスのことです。専用電話端末を通

してご利用者さんと会話し、地域情報をお知らせしながら、健康状態と安否を確認するのがオペレーターの役割です。 

新しい企画なので、ボランティア時間や謝金額など、この記事掲載時点では未確定部分もあります。(謝金は１回 500

円程度以上としたいとお聞きしています。) ご希望の方、興味がある方は、下記の説明会にご参加ください。 

「ふれあいサービス」 ボランティア募集！   

 

 ・実際の活動場所での
説明会なので、雰囲気
がよく分かります。 

・説明会後に登録可。 

利用者 

安否確認 及び 地域の情報伝達 

 毎日定時に「専用端末」から自動発信  オペレータ




