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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 

 

 

今年度も、それぞれの「生きがいしごと」を目指す多くの方々にご利用いただき、共に目標に向けて進む 1 年でした。

それを支えていただいているのは、大勢の方のご支援でした。生きがいしごとサポートセンター事業を最初に受託して

から 13 年たち、かつての相談者の方々にも数え切れないほどのご協力をいただいています。ありがとうございます。 

また、昨年 12 月に実施したアンケートでも、366 名（回答率 27.6％）のご利用者の皆さまにご協力いただきました。こ

の場をお借りして、心よりお礼申し上げます。 

以下、アンケートの結果および 2012 年度 2月までの活動のご報告をさせていただきます。アンケートは毎年、比較が

できるよう同じ質問を行っていますので、今回は過去 3 ヵ年の比較としてご報告します。（４面にも関連記事掲載。） 

ごごご利利利用用用・・・ごごご支支支援援援、、、ああありりりがががとととうううごごござざざいいいままましししたたた！！！     

2012 年度 活動とアンケートのご報告 

 

Ｑ：スタッフの対応は？ 
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Ｑ：ワラビーを利用した結果は？
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Ｑ：ワラビーの必要性は？ 

Ｑ：ワラビーが必要である理由は？ 
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＊24 年度のご意見 

・親身になっての幅広い対応力 

・気軽に相談できる 

・何が出来る か？何がしたい

か？を具体的に相談し模索し

ていくことができる 

・就業とボランティアの中間地点

の情報を持っている 

・異業種交流が出来る 

・選択肢は多いほうがいい 
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３月２日(土)、雛祭りの前日に、女性による起業セミナーを開催しました。ワラビーが支援した３人の女性起業家を招

き、コミュニティビジネスの起業体験を語っていただきました。三人三様の起業スタイル、業種もさまざまで語り口は違うも

のの、地域に役立つ事業を志す想いは同じと、強く印象づけられたセミナーでした。 

～ 三人三様、業種は違っても地域に役立ちたい想いは同じ ～  

セミナーは、コーディネーターが順次３人の想いや起業

の経緯、現状とこれからをお聞きする形で進みました。 
以下、３人が話された要点を、簡単にまとめました。 

岡田 全代さん(NPO 法人 International Community Island) 
子どもの英語力向上、共働き家庭支援が目的の学童

保育。息子のために英語で過ごせる場を探したが、ない

ので立ち上げた。退職しての起業で経済的に厳しかった

が、それに勝る強い想いが必要。資金の不足は、県の CB

離陸応援事業による補助金がもらえたので助かった。 
学童は地域密着で、学校や保護者のニーズ把握やクチ

コミが特に大切。右も左も分からず起業したが、色んな人

に相談することが解決への近道だった。 

 

障がい者支援 

暮らしのサポート 

地域福祉 
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●起業成立団体 ●就業成立者 

従来は福祉系団体の起業が多かったのですが、今年度は

その他の分野とほとんど変わらず、実に多様な活動内容とな

っています。特に高齢者対象の事業として、従来多かった

「介護」がなく、予防面に力を入れる「暮らしのサポート」が増

えたことが大きな特徴となっています。 

今年度は６５歳以上の就業・ボランティア希望の方

が飛躍的に増加しました。その半数は７０～８０歳代

の相談者であり、年齢にかかわらず「元気に働きた

い、人に喜ばれることがしたい」方々がますます増え

ている傾向が反映されています。「仕事」の紹介が難

しいことも多いのが心苦しいですが、社会とのつなが

り方は多様です。様々な形での「生きがいしごと」が見

つかるよう、今後も尽力していきます。 

ＣＢ起業セミナー 

 

「私の起業スタイル教えます！」 開催のご報告 

左からコーディネーター、阿部さん、岡田さん、岸さん 

阿部 佳代子さん ( NPO 法人友之会 ) 
 高齢者に、生活の中で必要な時に必要なサービスを提供

する会員システム。困ったこと、不便なこと、心配ごと、相談

ごとなど、介護保険制度で足りない部分をカバーする。高齢

者が健康で楽しく長生きしていただくため、自分に何かでき

ないかを模索し、NPO での起業を思い立った。 
対面での信頼関係を最も重視しながら、地域別のニーズ

に対応している。クチコミで広がりつつあるが、準備期間が

短く、起業を急ぎすぎた？という気もしている。 
 

岸 千尋さん （ ｃａｆｅ OVCE ） 

 野菜と手作りスイーツにこだわったカフェを立上げた。

「おいしい」と食べてもらい、元気になってもらうのが嬉し

い。夜はバー的な要素を取り入れ、売上増を図っている。 
 事業計画を何度も書き直し、料理の勉強、野菜ソムリエ

資格取得、場所探し等に時間を使った。１年目は赤字だっ

たが、色んな工夫や努力をしてきて、貯金を取り崩さなく

てもよくなってきた。お金は苦手なので、税理士に依頼し

た。メリットが大きく、人に任せる勇気も大切と知った。 
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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 

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 

 273 I さん（女・47才） 福祉 高齢者・障がい者支援の経験を活かし、相談業務希望。 

 293 C さん（男・61 才） 施設管理・営繕 手先が器用。PC でのチラシ作りや設備修理ならお任せを！ 

 298 O さん（男・26 才） 貿易・翻訳・通訳 韓国から来日しました。母国語と日本語を駆使し仕事探し中！ 

 
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 

150 T さん（30 代） 世代間交流 神戸市 高齢者集合住宅をベースに世代間交流の場作りを計画中。 

151 U さん（40 代） 子育て支援 神戸市 親子で楽しめるスポーツ教室の組織を強化し、NPO 化したい！ 

 

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-2242 双洋貿易株式会社 

検品出荷・事務

スタッフ 

（アルバイト） 

乗馬用品の検品・梱包・出荷、及び事務のお仕事です。 

最寄駅/阪神住吉・魚崎駅、JR 住吉駅      能力/基本的な PC(ワード・

エクセル）操作   勤務日時/週 3 日以上（月～金） 9：30～17：30（応相談） 

給与/時給：850 円    交通費/実費（上限 20,000 円/月）   雇用期間/ 

3 ヶ月更新       保険/労災       試用期間/3 ヶ月(同条件）  

B-2257 

本山第二 

学童保育所  

たんぽぽクラブ 

学童保育指導員 

（パート） 

宿題サポートや遊びを通じた子どもの保育、昼食・おやつ作り、保育所運営

に付随する事務作業などをお手伝いいただきます。 

最寄駅/JR 摂津本山駅、阪急岡本駅    資格/不問（保育士資格あれば

尚良し）    能力/基本的な PC（ワ ード、エクセル、メール）操作  

勤務日時/週 3 日以上（応相談） 平日 14:30～19：00 休校日 9:00～17:00 を

基本として調整（シフト制）   休日/日曜・祝日    給与/時給：850 円  

交通費/実費（上限 500 円/日） 雇用期間/平成 26 年 3 月末まで（更新あり） 

保 険 / 労 災 、 ス ポ ー ツ 安 全 保 険   試 用 期 間 /3 ヶ 月 （ 同 条 件 ）   

備考/長期で働ける方を希望 

B-2261 

NPO 法人  

中央むつみ会・ 

中央地域活動支援

センター 

生活指導員 

（正社員） 

障がい者施設での作業指導、及び生活指導等を含む、サービス管理業務。 

最寄駅/三宮駅、及び 阪神・阪急春日野道駅   資格/普通自動車免許必

須   社 会 福 祉 士 、  精 神 福 祉 士 、  作 業 療 法 士 あ れ ば 尚 良 し        

経験/福祉介護事業所にて 10 年以上の経験     勤務日時/週 5 日  

9:00～18:00      給与/月給 170,000 円、サービス管理責任者手当

20,000 円/月     交通費/実費（上限 30,000 円/月）     保険/雇用、

労災、社会保険    試用期間/3 ヶ月（同条件） 

B-2263 モリト 
清掃スタッフ 

（パート） 

事務所ビルでの清掃業務です。（トイレ掃除あり） 

最寄駅/阪神西灘駅   資格・経験/不問    勤務日時/火曜、金曜  

（祝日の場合、日を変えて作業）   給与/時給：800 円        交通費/

実費（上限 400 円/日）     保険/労災        備考/70 才定年   

V-0276 
NPO 法人  

わだち 
ボランティア 

就労継続支援所（B 型）における内職、及び畑での作物管理・指導業務のお

手伝いをお願いします。 

活動場所/長田区菅原通    最寄駅/JR 兵庫駅  活動日時/月曜～金曜

（祝日除く）9：30～16：00   交通費/全額支給   備考/畑仕事が好きな方 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

リレーエッセイ(96)「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 

今月はアンケート結果をご

報告しました。アンケートにご

協力くださいました皆様、あり

がとうございました。 

さて、あっという間に桜の季

節がやってきました。編集人も

今月でワラビーを卒業。１年半

ほどの編集担当でしたが、温

かく見守っていただき 

ありがとうござい 

ました。（T） 

  株式会社トリドール 

小原 正己さん （神戸市・５６才） 

 

ワラビー・アンケートに寄せられた改善希望 
以下、寄せられたご意見を○、ワラビー回答を●とします。 
○送付される資料の情報量、職種が少ないのでは？ 
●ワラビー誌掲載求人は、ほんの一部です。面談でのご

相談や、メルマガ、ホームページのご利用もどうぞ。 
○ワラビーを知っている人が少なく、宣伝不足では？ 
●ＰＲ費が少ないものの、さらに努力せねばと考えます。 
  少人数でやっているため、限りがありますが、そのよう

な状況下、相談者の方々によるクチコミが毎年一番の

ＰＲとなっていることが、何よりも嬉しいことです。この

場をお借りして、厚くお礼申し上げます。 
○ワラビー誌の紙は、良すぎるのでは？ 
●読みやすさも大切にしています。思われるほど高価で

なく、価格を知ると多くの方が安さに驚かれます。 
○メールに返信が来ず、がっかりした。 
●申し訳ありません。１日数百のメールが来ますが、必ず 

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 〶 

お返事はしています。見落した可能性もありますの

で、今後はさらに目を皿のようにして注意します。まれ

に届いていない場合もありますので、返信がない場合

は、お電話にてご一報いただきますようお願いします。 
○仕事紹介先が少なく、再相談しても期待がもてない。 

●求人開拓は難しく、苦労していますが、タイミングの問

題もあります。ご希望条件や雇用情勢を勘案しなが

ら、ご自身の「生きがいしごと」が見つけられるよう、ど

うぞ、引き続きご相談ください。 
○求人先を紹介してもらったが、条件が全く違った。 
●求人票と現実の乖離は、つど求人者に改善を申し入

れます。共に適正な求人先を見つけるよう頑張ってい

ければと思っています。 
 

アンケートの記述欄に、改善希望もいただきました。

主なご意見を下記にご紹介し、お答えいたします。 

人間が生きていくという事は、色々な人と出会う事だと思います。その中で縁が有るか無いか、縁の 

有る出会いはそんなに多くは無いのかも知れません。しかし出会いには必ず意味があって、今回のワ 

ラビーさんとの出会いも、今まで広告やデザイン業界で生きてきた私にとっては、今後の人生を換える 

大きな転機になりました。 

５０歳を過ぎた頃から、介護・福祉関係の仕事に就きたいと考え、仕事をしながら就活をして来ました。 

しかし、ハローワークや人材銀行等に何度足を運んでも前職（現職）のスキルを生かす為の相談で終始 

していました。当然の如くワラビーさんでも最初の内は「須磨のデザイン会社なら来年度から・・」と言ったお話や、前職の

スキルを生かす方向での対応でしたが２度目に伺った時には、私の話を時間をかけてじっくり聞いて頂き、数件介護関係

の施設を紹介して頂きました。今までの知識や技能は役に立たないかも知れないけれど、少しでも社会に貢献したいとい

う「心」を生かす事はできる、難しいかも知れないけれど・・・と言う私の言葉に根気良く丁寧に対応して頂けた結果でした。 

現在、ワラビーさんにご紹介頂いた会社で、障がい者の方のジョブトレーナーとして、新しい一歩を踏み出し４ヶ月目に

なります。目標や夢があるなら迷わずチャレンジすれば良い、願わないものは実現しない。 

この業界に身を投じるチャンスを与えて頂いたワラビーさんに心から感謝すると共に、まだまだ自分自身の可能性を信

じて進んで行きたいと思っています。 

多数の感謝や激励のお言葉もいただき、何よりの 
励みとなっています。ありがとうございました。 




