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NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸 

生きがいしごとサポートセンター神 戸東  

〒658-0052 

神戸市東灘区住吉東町 5-2-2 ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ住吉館 104 

TEL 078-841-0387  FAX 078-841-0312 

E-mail ⇒ info@cs-wallaby.com 

URL⇒ http://www.cs-wallaby.com 

◆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 

 

 

神戸市東灘区、甲南本通商店街の近くにオープンして

1 年、「東灘こどもカフェ」は毎日多彩なメニューで活動して 

います。昼食・カフェのほか、下表のように大人も子ども

も、誰でも自由に利用できる地域の居場所です。 

 

 

 

 

 

 

 

2 年前、中村保佑(ほ

ゆう)さんが活動を始め、

現会員 140 名､スタッフは

シニア男性７名と 20 数名

のボランティアという大き

な動きになっています。 

地域の人が、得意なことを活かして先生になるなど、誰

もが主役になって活躍できる場でもあり、集まる皆さんの    

表情はいきいきとしています。その火付け役、代表の中村

さんに、起業の思いや経緯をお聞きしました。 

□「地元と交流したい」が活動の原点 

 東京で長く食育関連の仕事に携わり、定年で４年前に神

戸に戻りました。人とのつきあいが人生の財産という思い

のもと、それまで関わりのなかった地元の人たちとの交流

を図りたいと思ったのが、立ち上げの原点です。 

区内 2 ヵ所で居場所活動を手伝った後、地域の子ども

たちの成長を願っての活動を始めました。当時、週 3 日の

時間貸しでしたが、狭いし自由がきかないので、昨年、今

の場所に移りました。自分たちで自由に使えて、地域の人

にも認知してもらえる拠点を持つことは、活動の基本であ

り、決して駅近でなくても、人は来てくれると知りました。 

□ 年々進化する目標指向の活動 

活動は年々進化し、3 年目の今年は、さらに地域活性

化につながる活動、助成金に頼らなくても自立できる活

動をめざしています。 

年度 テーマ 利用(人) 

2011  食をテーマに子どもの成長サポート 1,700 

2012 子どもと多世代の成長サポート 3,200 

2013 多世代交流から地域の活性化ｻﾎﾟｰﾄ 目標 5 千 

□ 中学校区に一つが理想 

仕事、塾、非婚化、独居などで、食事どきにゆっくり団

らんできる家庭は多くありません。当カフェのような多世

代が和気あいあいの風景は、他にあまりないし、緊密な

世代間交流は、防災のカナメにもなります。 

単発のイベントで交流を深めることは難しく、日々の

継続した活動が大切です。また、スペースが広すぎても

ダメで、当カフェ(25 ㎡)ぐらいが適当だと思います。幼児

も高齢者も楽しみにして来てもらえるこんな場所が、中

学校区に一つは生まれてほしいです。 

 

             

 

 

  
  

地地地域域域ののの多多多 世世世代代代ががが アアアッッットトト ホホホーーー ムムムににに集集集ううう 場場場所所所    
   毎毎毎日日日ががが大大大にににぎぎぎわわわいいいののの「「「東東東灘灘灘こここどどどもももカカカフフフェェェ」」」   

お問い合わせは 東灘こどもカフェ へ 

神戸市東灘区甲南町 3-7-14 城野ビル 1F 「木洩
こ も れ

童
ど

」 
Tel：090-7701-6393  Fax：078-451-7066 

Hp：http://foryou.main.jp  Mail：foryou@view.ocn.ne.jp 

twitter：@kodomo_cafe  facebook：｢東灘こどもカフェ｣ 

 

 学習や遊びの場として過ごせます。 

TV、玩具､絵本、週刊誌など備付。読み聞かせ、紙芝居

囲碁・将棋、作品発表(手芸など)ほか多彩なメニュー。 

 多種多様な企画で各種イベントを開催。(下記は一例) 

  お菓子教室､落語寄席､手話の会､子どもダンス祭りほか。 

 地域の人がここで行っている事業。 

  何でもお手伝い、パソコン・ホームページ、自分史作り、

絵手紙､愛犬クラブ､デザイン･印刷､仕事探し､弁当配達 

 

 
↑ 風 車 が 目

立つ、木洩童

玄関。店先で

は、ちょっと気

になるグッズ

の販売も。 

絵本のお菓子教室「よもぎ団子をつ

くってたべよう」風景。イベントは、頻

繁(年間 40 回ぐらい)に開催。  ↓ 

取材日のスタッフ。左前が中村さん 



 

[ 不連続シリーズ ] ワラビー相談こぼれ話⑤ 

～ 開業が目的になって事業に行き詰ったケース～ 

前ページは、地域で賛同を得ながら発展を重ねる事例です。しかし、起業は複雑な要因が絡んで難しく、ワラビ

ー支援の中にも残念ながら不調だったケースもあります。今回のこぼれ話は、カフェ開業 1 年で閉じた例です。 

○ 起業した人は… 

マルちゃんこと丸山さん(仮名)、2 年前に大手企業の人

事部を早期退職した 53 歳です。社員研修担当として気に

なっていたことがあります。若手社員が指示待ちで、目に

輝きがなく、同世代としか交流しないことです。 

当初は問題意識が漠然としていましたが、起業塾で学

ぶなどして、次第にやることが明確になりました。「若者が

人生の先輩と交流できる場、人から人へナマの情報が得

られる場を作ろう！」 マルちゃんの奮戦記の始まりです。 

○ マルちゃんが考えたのは… 

老いも若きも気軽に集まって、誰もが気軽に交流でき

るカフェでした。会社経営のペンションを運営した経験も

あり、調理師免許保有の一方で、退職後にヨガやアロマ

セラピーのスキルを習得しました。それらを融合したカフ

ェにしたいと、気持ちはふくらみます。 

アイディアを形にとワラビーを訪ね､相談を重ねました。 

○ 場所が大切と… 

物件探しに集中、家賃の制約もあり、駅近くのマンショ

ン居室を店舗に改装することにしました。元同僚の女性

社員が、起業に賛同し退職、スタッフとして参画が決まり

ました。資金は身内にも協力を得て企業組合法人*を設

立、相談開始 10 ヵ月後に晴れてオープンできました。 

顔が広いマルちゃんのこと、オープニングには友人た

ちが多く駆けつけてくれました。40 ㎡の店内が芋の子を

洗うような混雑で、順風満帆のスタートでした。 

*企業組合：４人以上の個人が組合員となって資本と労働を持ち

寄り、自らの働く場を創造するための組織です。 

○ 店のつくりはユニークで… 

カフェの奥は、畳の部屋をそのまま残して多目的ルー

ムとしました。ヨガ、アロマのほか、ミーティングやセミナー

など用途は多く、世代を越えて交流できる場としました。 

改装時の建材、日々の食材など、健康を害しないもの

をと心がける良心的な店でした。美味しくて居心地の良い

店で、ワラビーは繁盛間違いなしと思っていました。 

○ ところが 1 年後、突然電話で… 

閉店の知らせがありました。「もう少しの辛抱と分かっ

ているけど、資金が底をついた」らしく、人件費、家賃など 

支払いが滞り、やりくりがつかないのです。ワラビーがで

きることは、奮発して揃えた備品や食器類を買い取り希

望者に仲介、現金化するお手伝いぐらいでした。 

お客に喜んでもらおうという、けなげな努力を垣間見て

いるだけに、お店の消滅が残念でなりませんでした。 

○ 最大の敗因は… 

 「開店に力を入れすぎたこと」と、マルちゃんは分析して

いました。資金もエネルギーも開店のために使い、後の

運営面への準備が不十分だったのです。いわば、開業

が目的になってしまったと言えるのかも知れません。 

 立ち上げ直後は友人たちが来てくれても、以後は地域

のお客さんが頼りです。徐々に増えつつあったものの、

資金ショートをカバーするには追いつかなかったと言えま

す。「お店の赤字を見込んだ貯え」は念頭にあったが、

「自分の生活費」を考えていなかった。開業さえすれば、

後はうまくいくだろうと軽く見すぎていた」というのが、マル

ちゃんの反省の弁でした。 

○ PR 用リーフレットの絵は… 

 テーブルと椅子だけで、人影がない店内風景です。「よ

うやく開店と喜んで店内を写生し、印刷した」そうです。光

溢れる店内ですが、さびしい印象は否めません。それが

気にならないほど、開店一途だったのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 そういえば開業準備の段階で、兵庫県の CB 離陸応援

事業の補助金を申請し、結果は不合格でした。「地域と

のコンタクトがないまま開店するだけでは、地域の課題

解決という CB の要素が未成熟」という判断でした。 

○ ワラビーとして… 

多くの大切なことを学ばせてもらった事例でした。 

「まずお金を稼がなくちゃ」と、マルちゃんは調理に腕

が揮える職に就きました。いずれまた、若者たちのため

に、再チャレンジしてもらえる日を期待しています。 

 

キャッチコピーで

「つながりが生ま

れるコミュニケー

ション・カフェ」と

謳ったけど・・・。 
人の温もりがほし

かった店内風景

スケッチ。 



 
 

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-2323 NPO 法人つながり 

障がい者支援・ 

事務員 

(嘱託) 

法人の運営（営業・広報・事務）に興味のある方、就労支援としてパンや焼き

菓子の製造・販売に興味のある方、ご応募お待ちしています！ 

最寄駅/阪急西宮北口 資格/普通自動車免許、ヘルパー２級あれば尚良  

経験・能力/福祉未経験可、ワード・エクセルを使える方      勤務日時/

週 44 時間、9:00～18:00 又は 8:00～17:00（早朝勤務有り） 休日/週 1～2 日

（月 20 日以上勤務）、日曜は休み  給与/158,000 円～178,000 円      

交通費/実費（上限 10,000 円/月）    雇用期間/同一年度更新有  

保険/雇用・労災・社会保険       試用期間/6 ヶ月（月給 14.8 万円） 

B-2329 
有限会社サムライ 

 

農作業スタッフ 

（アルバイト） 

自家製綿からジーンズを作ります。綿畑における草刈り、耕運作業、来客者

の対応等、あなたの力をお貸しください！ 

勤務地/篠山市真南条上  資格/普通自動車免許（ＡＴ限定不可）  経験/

農業経験者優遇   勤務日時/週 2～5 日（土日祝日出勤）、9:00～17:00

（夏：8:00～16:00）  給与/日給 8,000 円     交通費/当社規定による  

雇用期間/2013 年 11 月まで    保険/雇用・労災    試用期間/1 ヶ月

（6,000 円/日）        備考/週 5 日の場合、宿舎（共同生活）用意可 

B-2331 
株式会社 

イー・アンド・イー 

製造アシスタント 

（パート） 

大豆から作った揚げやプリンの製造、豆腐の製造補助をお願いします！ 

最寄駅/阪急六甲   経験/食品関係経験者   勤務日/週 3～4 日程度

（シフト制）  休日/火曜・日曜      給与/時給 850 円  交通費/実費

（上限 400 円/日）    保険/雇用・労災   試用期間/3 ヶ月（時給 800 円） 

備考/ホールでの接客、販売のお仕事もあり（別途お問い合わせ下さい） 

B-2346 
エイ・エム・シー 

株式会社 

事業所管理者 

（正社員） 

ホテル客室清掃の事業所にて、パート従業員（20～30 名）の業務指導や労

務管理等のマネジメントをお任せします！ 

最寄駅/各線三宮駅    能力/コミュニケーション・コーディネーション能力        

勤 務 日 時 /  ロ ー テ ー シ ョ ン に よ る 隔 週 週 休 2 日 、 8:30 ～ 17:00         

給与/月給 155,000 円～250,000 円     交通費/実費（上限 25,000 円/月）       

保険/雇用・労災・社会保険            試用期間/3 ヶ月（同条件） 

B-2358 阪神酒販株式会社 

ウェブオーダー

スタッフ 

（正社員） 

ＰＣを使用して受注入力や仕入先への発注入力、電話応対等、ＰＣ中心のお

仕事です。ＰＣ業務の得意な方、好きな方募集中！ 

勤 務 地 / 神 戸 市 長 田 区      最 寄 駅 / 神 戸 市 営 地 下 鉄 苅 藻 駅       

勤務日時/月曜～金曜、9:00～ 18:00  給与/月給 180,000 円～250,000 円  

交通費/実費（上限なし）  保険/雇用・労災・社会保険  試用期間/1 ヶ月 

 

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-0283 

NPO 法人  

S-pace（スペース） 

みんなでわんぱ～く 

子どもも大人も一緒に遊べるプレーパーク活動の運営スタッフ・プレーリーダー募集！ 

活動場所/灘区 灘丸山公園         最寄駅/神戸市バス(102 系統)灘丸山公園  

活動日時/ 平成 25 年 4 月から 7 月 17 日、9 月 4 日～平成 26 年 3 月 19 日の期間   

毎週水曜 14:00～16:30          謝金/交通費実費（上限 800 円/日） 

V-0285 

NPO 法人  

International Community 

Island  

(ICI 英語学童) 

5 才～12 才を対象とした英語学童で、1）英語レッスンのアシスタント 2）事務やレッスン

準備作業を手伝っていただく方を探しています。 

活動場所/東灘区六甲アイランド   活動日時/1)月～金のうち 1～3 日、14:00～18:00 

2）月か火のどちらか 1 日、10:00～12:00       謝金/1)2000 円/日 2)1000 円/日 

（ライナー代別）         備考/1）は日常生活に差し支えない程度の英語力要 

 

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。 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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。 

 兵庫県庁 
宮下 隆二 （大阪市・４７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 〶 

待望だった大手出版社からのデビューを果たしたのが、今から六年前。しかし、そう簡単に食べて 

いけるほど甘い世界ではなく、作家活動と仕事の両立が課題となりました。しかし生来不器用な私は、 

仕事を辞めては失業保険を貰いながら執筆するという繰り返しで、不安定な生活が続きました。 

 そんな私の助け船がワラビーの皆さんでした。お付き合いは三年前のＣＳ神戸の緊急雇用に応募し 

て以来です。面接に先立って電話があり、志望動機などを長時間聞かれたのを覚えています。後で聞 

くと、履歴書の写真が余りにも人相が悪くて心配になったとか。実物を見て誤解が解けたのは幸いでし 

たが、今となっては笑い話です。以来、何かあると相談に行くようになっています。 

 今年四月からワラビーの紹介で、県庁で週三日働くことになりました。収入自体は多くはないですが、自分の過去の経

歴を生かせることと、何よりも作家業との両立が可能なのが魅力でした。いい歳してるんだから、いい加減に才能に見切

りをつけろという助言を、親しい方から頂くこともあります。でも、夢は自分にとって生きる力。生涯書き続けることが目標で

す。お金は必要最小限でいいから、余った時間で自分の好きなことに打ち込む。そんな生き方があってもいいと思いま

す。それを理解して受け入れてくれる仲間に感謝しています。 

編集後記 
 
丹波で農と 

能のイベントに 
参加し、田植え 
をしてきました。完全防備
の早乙女達とは対照的
に、麦わら帽子を忘れた
男性スタッフは赤鼻のトナ
カイどころか頭の皮まで真
っ赤に日焼け。皆様、梅雨
の晴れ間には、どうぞお
気をつけくださいね。（S） 

 

  「レクリエーションボランティア募集！」 開催のお知らせ CB 事業所 
現地説明会 

昨年オープンしたばかりの長田区丸山町にある「まんてん堂ハイムこうべ丸山」は、サービス付き高齢者向け住宅で

す。足腰の弱い方も多いため外出の機会も少なく、近隣の方々とのコミュニケーションはまだまだです。そこで、地域の

方々との交流を深めるイベントで特技を披露していただける方、手助けが必要な入居者の方々の外出支援をお手伝い

いただける方など、入居者の方々と地域をつなぐボランティアを募集しています。 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアがどういうことをするのか、現地にいっしょに出掛け、施設内で話を聞いてみませんか？ボラン

ティアのことをちょっと聞いてみたい、という方も大歓迎。ぜひ説明会にご参加ください！ 

 

 

 

  

日 時   ７月２５日（木） １４：００～１４：４５ 

会 場   まんてん堂ハイムこうべ丸山 （神戸市長田区丸山町） 

                                                 

お問い合わせ・お申込み 

   078-841-0387 

担当：瀬光（せみつ） 

【ボランティア募集内容】 

１） 買物ボランティア：車椅子での買物ツアーのサポート  

２） レクリエーションボランティア 

◆ 内容： 楽しく役に立つ知識・経験や特技を披露していただける方  

（例、演奏、合唱、踊り、体操、紙芝居、等） 

◆ 日時： 月2回 土曜、午後1時間程度 

◆ 謝金： 3,000円/回（交通費込み） 

 

 

気軽に 
お電話ください！ 




