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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､どうぞよろしくお願いします！ 
 生きサポ事業は、毎年コンペを経て県内 6 ヵ所の実施団体が決定されます。ワラビーは、今年度も無事コンペを通過

し、生きがいしごとサポートセンター神戸東として活動のスタートを切ることができました。今年度も、起業・就業サポート

を通じたそれぞれの「生きがいしごと」の実現を目指して、皆様といっしょにがんばっていきたいと思います。どうぞよろし

くお願い致します。 

下記および 2 面にて、2013 年度のワラビーの年間計画をご案内致します。また、ワラビー事務所まで、スムーズに来

ていただけるよう、JR 住吉駅からの近道経由の道順を下段にご紹介します。 

上記の開設日時には、いつでも起業や仕事探し・ボランテ

ィアの紹介など、ご相談をお受けしています。「やりがいあ

る仕事を探したい」、「地域が元気になることがしたい」と

いう方、気軽にご来所ください。 

情報誌 

今年度から、隔月（偶数月）の発行となりま

す。さらに内容を充実させ、月末にお届け

します。 
 

月～土曜日 ９：３０am～５：３０pm 

（祝日、夏期休暇・冬期休暇を除く） 

◆ 開 設 日 時 ◆ 

※相談やお仕事の紹介等に費用はかかりません。 

※少人数でやっていますので、できるだけ、事前に 

電話やメールによる予約をお願いします。 

◆ 情 報 発 信 ◆ 

※ 夏季休暇  8/13～8/16、 冬期休暇 12/28～1/4 

２０１３年度スタート！ 

JR 住吉駅からワラビー事務所までの道順 

 通路は 
こんな感じです 

目指すは、 
この建物の１階です 

階段を下りて直進。 
Y 字路を右へ折れ、アーチへ 

入口はぐるっと回って 
区役所側にあります 

 事務所は 
ここです 

JR 住吉駅を南へ 

六甲ライナー横の 
通路を通ります 

お待ちしています！ 

ホームページ 

  日々、新たな求人情報や助成金情報を 

更新し、講座のご案内などもしています。 

 
メールマガジン 

毎週土曜日に、その週の新着情報を配信 

します。 



               
 

    2013 年度 講座・セミナーのご案内 

 

  ワラビーでは、就業、ボランティア、起業や団体の運営などに役立つ講座やセミナーを行っています。毎回、受講者から

のアンケートをもとに振り返りを行い、ニーズや改善点を把握し、次回に生かす形で真に役立つ内容を心がけています。 

今年度も、コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）を広く知っていただくための講座やフォーラム、交流の中からヒントを探るサロ

ン、実務を学ぶセミナーなど、バラエティに富んだ内容で計画しています。（日程等の詳細は追ってお知らせします。） 

① ＣＢフォーラム 

      県内の生きサポ６センターと、CB の創業資金を融資により支援する日本政策金融公庫が協働し、CB の実践、

その魅力などが理解しやすいフォーラムを開催します。ＣＢについて、ご一緒に考えましょう。 

② ＣＢ離陸応援事業説明会 

     近々に兵庫県が募集する、ＣＢ立上げ経費支援制度の説明会です。詳しくは４面をご覧ください。 

③ 誰でもわかる法人格 

     ＮＰＯなど団体で活動したい人のために、法人格のいろいろを学びながら、設立の手順も理解できる講座です。

いつも会場が満員になるなど好評なので、より多くの方に参加いただけるよう、同内容で複数回開催します。 

④ ＣＢ起業セミナー 

      起業に必要な「ヒト・モノ・カネ・情報」をどう準備すべきかが、体験者から具体的に聴ける、実践的な講座です。 

⑤ ＮＰＯ会計スキルセミナー 

     事業に会計は必須です。日常の記帳から決算への流れや給与計算の基礎が、演習によりしっかりと学べます。 

⑥ ＮＰＯ決算準備セミナー 

     ＮＰＯ会計基準に基づく決算に必要な知識・スキルを、演習をまじえて学べるので、すぐに実践に役立ちます。 

⑦ ＣＢ交流サロン 

     ＣＢ起業の希望者同士、実践者同士及びその相互間のネットワークがあれば、支援し合うことができ、知恵や元

気がもらえます。意見・情報の交換を行う中で、ＣＢ仲間の関係構築を目指すサロンを計画しています。 

⑧ 就活元気アップ交流会 

     就職活動がなかなか実らないという、同じ課題を抱えた求職者同士で励ましあう会です。ファシリテーターのも 

と、就職活動の実践について情報交換を行い、さらにチャレンジしていくために意欲が高まることを目指します。 

⑨ セカンドライフ準備セミナー 

     セカンドライフについての、企業への出前講座です。退職前の方に、地域活動を主体にした講話を行ないます。 

⑩ ＣＢ事業所現地説明会 

     ＣＢでの仕事やボランティアに興味ある人向けに、事業所で実際の具体的な内容を見聞する説明会です。 

⑪ シニアＣＢ団体見学ツアー 

     シニア層が起業したＣＢ団体の活動現場をバスで巡り、実践者から起業に関するノウハウを学びます。 

⑫ シニア初めの一歩サロン 

     ＣＢや地域活動の起業を目指すシニアの人たちに、仲間づくりをしていただくサロンです。同世代の 

仲間と何かを始めたい人、起業や活動のアイディアについて話し合ってみたい人に向いています。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 ＣＢフォーラム ●

2 ＣＢ離陸応援事業説明会 　　●

3 誰でも分かる法人格 ● ●

4 CB起業セミナー ●

5 NPO会計スキルセミナー ●●

6 NPO決算準備セミナー 　● ●

7 CB交流サロン ●

8 就活元気アップ交流会 ●

9 セカンドライフ準備セミナー

10 ＣＢ事業所現地説明会

11 シニアＣＢ団体見学ツアー ●

12 シニア初めの一歩サロン ●  

ニーズに応じて随時 



 
 

お仕事情報！ 

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-2297 

イケア神戸  

イケア・ジャパン 

株式会社  

イケアレストラン 

フロアサービス

スタッフ 

（パート） 

お客様がリラックスしてお食事ができるようフロアの管理と接客をしていただ

きます。チームワークを大切にできる方、大歓迎。 

最寄駅/ポートライナー南公園    勤務日時/週 2～3 日 8：00～22：00 の

間で 5～8 時間程度（シフト制）    給与/時給 895 円～ 

交通費/実費（上限 2,500 円/日）    雇用期間/6 ヶ月毎の更新 

試用期間/6 ヶ月（同条件）       その他/制服貸与 

B-2301 

NPO 法人  

新開地まちづくり

NPO 

一般事務・ 

企画運営 

スタッフ  

（正職員） 

様々な人々と協力しながら、事業の企画運営、及び総務・経理事務（初心者

可）のできる情熱を持った方、ご応募お待ちしています！ 

最寄駅/各線新開地      能力/PC 操作（ワード・エクセル必須、パワー

ポイント、イラストレーター、フォトショップ使用できれば尚良し）  勤務日時/  

週 5 日、10：00～19：00     休日/日曜・月曜又は土曜・月曜のいずれか 

給与/月給 160,000 円～180,000 円     交通費/実費（上限 3 万円/月）   

保険/雇用・労災・社会保険      試用期間/3 ヶ月（同条件）  

B-2310 
食パン工房  

職人気質 

製造補助 

スタッフ 

（パート） 

食パンだけを作るお店での食パン製造補助、及び販売業務です。 

最寄駅/JR 住吉     資格・経験/不問      勤務日時/①月曜 AM6：30

～12：00、②月曜＋週１～2 日程度（AM8：30～12：00）  給与/時給 830 円  

備考/土曜・祝日勤務できる方、歓迎！（日曜は休日） 

B-2315 

一般社団法人  

子育て園ぽかぽか 

児童発達支援 西宮 

たんぽぽ 

障がい児支援 

保育士 

（正職員） 

体力・気力のある保育士さん募集中！発達の気なる子どもの保育、及び療

育をお願いします。  

最寄駅/阪急西宮北口、JR 甲子園口   資格/保育士が望ましい  経験/

障がい児の保育経験あれば尚良し  勤務日時/月曜～金曜、及び土曜は

月 2 回程度 9：00～18：00    給与/月給 180,000 円     交通費/実費

（上限 10,000 円/月）   保険/雇用・労災・社会保険  試用期間/３ヶ月 

（同条件）     備考/勤務開始日以前に、実習期間を設ける場合もあり 

B-2317 

就労移行支援 

事業所   

クロスジョブ KOBE 

就労支援員 

（契約職員） 

発達障がいのある方を対象に、事業所利用者の方々の就労支援のお仕事

をしていただきます。 

最寄駅/ＪＲ六甲道   資格/不問、精神保健福祉士・心理士あれば尚良し 

経験/就労支援経験者優遇     勤務日時/月曜～金曜、9：00～16：00  

給与/時給 1,000 円      交通費/実費        雇用期間/平成 26 年

3 月 31 日まで      保険/雇用・労災      備考/産休代替員。但し、

産休明け後も、契約延長の可能性有 

 

Ｎｏ 団体名 内容(活動場所／最寄駅／活動日時／謝金・交通費／その他) 

V-0278 
合同会社  

ゆうゆう倶楽部 

高齢者デイサービスで、簡単な「読み書き」「計算」の教材を使い、学習療法をお手伝

いしていただくサポーター募集！ 

活動場所/鶴甲  最寄駅/阪急六甲駅  活動日時/10：00～11：30AM（曜日・回数、

応相談） 謝金/1 回 1,000 円（交通費込み）   備考/バイクに乗れる方なら、尚良し 

V-0281 
まんてん堂ハイム 

こうべ丸山 

月２回のイベントデイで、高齢者向け住宅の入居者と地域の方々を対象としたレクリエ

ーションを提供していただける方を探しています。 

活動場所/神戸市長田区           最寄駅/神戸市バス 丸山町 3 丁目バス停  

活動日時/土曜 13：30 から 1 時間程度      謝金/１回 3,000 円（交通費込み） 

 

ボランティア募集！ 
ボランティア活動をしてみたい、ボランティアを募集したい等の

ご相談があれば、ご遠慮なく連絡ください！ 

 

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。お気軽にお問い合わせください。 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

編集後記 

今年度も無事コンペに通

過し、新年度事業が始まり

ました。 

今年度から、ワラビー誌

は隔月（偶数月）の発行とな

りますが、皆様のニーズに

お応えるできるよう、内容を

充実させていきたいと思い

ます。新米編集人の私も含

め、どうぞよろしくお願いし

ます。（S） 

 

リレーエッセイ(97)「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。 

 るんるんパネラー 
滝井 直子 （神戸市・４２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 〶 

      「立ち上げ資金を獲得しよう！」 開催のお知らせ CB 離陸応援事業 
助成金説明会 

兵庫県による「コミュニティ・ビジネス（CB）離陸応援事業」が、今年も下欄のとおり実施されます。事業立ち上げ資金の

獲得を支援するため、ワラビーでは下記の説明会を開催しますので、多くの方のご参加をお待ちします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 CB 離陸応援事業 (９団体程度) 高齢者 CB 離陸応援事業 (30 団体程度) 

CB 事業の立ち上げに必要な初期経費の補助  

内 容 地域課題の解決、地域貢献を目的とし、地域住民 

の雇用機会の拡大に効果がある継続的な事業 

左欄と同様の事業を、55 歳以上の者３名以上で行

い、55 歳以上の者２名以上の雇用を創出する事業 

補助額 100 万円以内（補助対象経費の２分の 1 以内） 

対象経費 事務所開設費、初年度備品費、立ち上げ人件費 左欄同様 ＋ 55 歳以上の雇用者の人件費 

対象団体 兵庫県内に拠点を置き、県内で新たにCBを始めようとしている団体（法人、任意団体のいずれも可） 

応募期間 2013 年 5 月 7 日（火）～6 月 7 日（金） 

 
日 時   ５月１８日（土） １４：００～１５：３０  

内 容   制度の内容、申請方法、書き方のコツなど。加えて、他の助成金に関する情報・アドバイスも提供します。 

講 師   狩野 仁未（ワラビー・センター長）  多数の申請を支援してきた経験に基づき、個別相談にも対応します。 

山本 由美子さん（ジューニ コミュニティケア代表）  昨年の合格者です。申請の実体験をお聞きできます。 

会 場   ワラビー事務所                              お申込み･･･まずはお電話ください！ 

定 員   １５ 名 （受付順）    費 用   無料                 078-841-0387                

５年前に幼稚園のママ達で結成した音楽ボランティアグループ「るんるんパネラー」で活動していま

す。県民局ひろばアドバイザーと区のボランティアセンターに登録し、子育てサークル等で楽曲の演奏

やパネルシアター等を行っていました。 

昨年、活動の幅を高齢者の方々へも広げたいと思い、ホームページで偶然知ったワラビーに相談に

行き、高齢者介護施設と児童デイサービスを運営している事業所を紹介していただきました。単発で

の依頼が多い中、月一回の定期的なコンサートの依頼を受ける事ができました。その後、レパートリー

に懐メロと唱歌を加え、劇にも挑戦し、介護・障がい者施設でのコンサートの機会も増えてきました。 

乳幼児と保護者、高齢者、障がい者の方・・・と対象は違えど、私達の音楽や劇を通して皆様を元気にしたい！という気

持ちは共通です。高齢者や障がい者の方が懐メロを嬉しそうに歌って下さったり、保護者の方が子どもと一緒に劇で笑っ

て下さる姿を見ると、こちらまで嬉しくなり、本当にやりがいを感じます。 

 メンバーには仕事を持っている人も多く、家事、育児、仕事、そしてボランティアとそれぞれが忙しい毎日を送っていま

す。家族の協力やメンバー同士の協力なくしては楽しくボランティア活動はできません。メンバーや家族に対してはいつも

感謝の気持ちでいっぱいです。 




