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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 

 

 

例年、たくさんの方にご好評をいただきながら開催して

きた「ひょうごコミュニティ・ビジネス フォーラム」。今年も

県内 6 ヵ所の生きがいしごとサポートセンターと、日本政

策金融公庫による共同開催が決まりました。 

近年、新しい働き方としてのコミュニティ・ビジネス(CB) 

に興味をお持ちの方、CB の立ち上げを考えている方が

増えています。そうした皆さまにとって、新しい一歩を踏み

出す機会になることを願って、以下の内容で開催します。  

既に CB を起業し活動されている方にとって、より良い

運営へのヒントを得ていただける機会でもあります。ぜ

ひ、多くの方のご参加を期待いたします。 

●実践者から学ぶ CB の魅力と方法 

ひとくちに CB といっても、ボランタリー性が色濃い団

体、収益力の強い大規模事業など、さまざまです。また、

起業された方も若者からシニアまで、実に幅広い年齢層

の方が活躍されています。今回のフォーラムでは、「目指

そう起業家 先例に学ぶ！」をテーマに、CB を起業し運

営されている方から、さまざまなスタイルでの可能性が追

求できる CB の魅力や実践の方法をお聴きします。 

第一部の基調講演は、手づくりハムからスタートし、生

産×加工×流通・販売・サービスの 6 次産業まで事業を

拡大しながら、新たな価値を提供し続けている「伊賀の里 

モクモク手づくりファーム」の吉田修氏をお迎えします。 

今年も開催決定！ 

生きがいしごとサポートセンター × 日本政策金融公庫 主催 

ひょうごコミュニティ・ビジネス フォーラム 

～ 目指そう起業家 先例に学ぶ！ ～ 

日 時：10 月 12 日（土） 
14：00 ～17：00 

(開場 13：30) 
会 場：神戸国際会館 

９Ｆ 大会場 
参加費：無 料 
定 員：２００名 

東エレベーターをご利用ください 

第二部はパネルディスカッション形式で、若者・女性・

シニアそれぞれの起業ストーリーを、3 人の起業家から

お話しいただきます。パネリストは、次頁をご覧ください。 

●基調講演で聴く起業家のホンネ 

吉田さんは、学生時代に学生生 

活協同組合を創設した元来の活動 

家です。経営者団体の職員として 

勤務後、同僚の木村氏と共に、「規 

制に束縛されない新たな枠組みで 

の事業を始めよう」と、モクモクを設立しました。木村氏

が社長、吉田さんが専務と役割を分担しています。 

創業期は、ハムの箱詰から店頭販売までこなしまし

た。以来 4 半世紀の間、幾度かの危機を乗り越えながら

奮闘した結果、現在ではファーム事業、通販事業、レス

トラン事業と規模が大幅に拡大しました。 

しかし、単に事業拡大を目ざしてきたのではありませ

ん。吉田さんが大切にしているのは「事業と“運動”のバ

ランス」です。運動とは、農業振興を通じての地域活性

化などで、この軸がぶれない経営理念によって、モクモ

ク手づくりファームが多大な支持を得ていると言えます。  

どのように危機を乗り切り、資金を集め、組織を作り

上げ、事業を拡大したのか、吉田さんからホンネのお話

をたっぷり聞けるのが楽しみです。 



               
 

フォーラム 2 部はパネルディスカッションで、パネリストは女性、若者、シニア各層から 1 人ずつ。起業家としての思い、

事業運営のポイント、やりがいなどを語っていただきます。多彩な話題の中から、ＣＢの実際や起業の秘訣が学べます。 

３人の実践から知るコミュニティビジネスの魅力 ＣＢフォーラム第２部 

㈱キャリア・マム 
   (東京・多摩市) 
代表取締役社長 

堤 香苗さん 
神戸出身のワーキングマザーで 2

児の母。フリーアナウンサーとして活

躍の後、結婚しても出産しても自分ら

しく輝きたい全国のママたち向けのビ

ジネスモデルを創り、15 年前に在宅

就労が中心の会社を起業しました。 

事業内容は、主婦のキャリアアップ

と社会参加を支援するソーシャルマ

ーケティングです。それぞれの価値

観やライフスタイルに合わせていつで

も働けるよう、さまざまな働き方・仕事

を提供します。築いた主婦のネットワ

ークは、全国 10 万人にのぼります。

昨年、東京都ワークライフバランス企

業として認定されました。 

NPO 法人石倉企画 
       （姫路市） 
理事長 

苦木 隆幸さん 
長年放置状態だった地域集落所

有の土地を、自然公園化しました。

地元有志と行政の協力を得るため

の奔走が、成果につながりました。 
山麓の谷合が老若男女の憩う共

生の場に変貌し、平成21年、その公

園の指定管理者になりました。各地

から年間 1 万人以上が訪れ、スタッ

フの皆さんは生き生きと公園管理業

務にいそしんでいます。 
NPO法人の会員30人は、平均年

齢が約70歳。皆さん、生涯現役で世

の中に恩返ししたいと意気盛んで

す。一方で、子どもたちの健全育成

を目指しての努力を続けています。 

NPO 法人 
Homedoor（大阪市） 

理事長 
川口 加奈さん 
14 歳でホームレス問題解決をめ

ざし、以後あらゆる分野の社会問題

に取り組み、高校時代に米国ボラン

ティア親善大使に選ばれました。 
19 歳で「ホームレス状態を生み出

さない日本にしよう」と NPO 法人

Homedoor を設立、ホームレスの人

たちの自立と就労のためシェアサイ

クル HUBchari を展開、半就労半福

祉の生活をサポートしています。 
また、学生たちにホームレス問題

の知識と理解を深めてもらおうと、

釜ヶ崎で街歩きや炊き出しなどのイ

ベントを開催、エネルギッシュなチャ

レンジが続いています。 

           「レクリエーションボランティア募集！」  開催のご報告 

7 月 25 日（木）、長田区のサービス付き高齢者向け住宅「まんてん堂ハイムこうべ丸山」で、レクリエーションボランテ

ィアの説明会を開催しました。ワラビー登録者の中で希望される方に加え、外部募集に応募された方も含め、神戸市内

各地から 10 名の方にご参加いただきました。 

昨年 12 月にオープンした住宅ですが、ほとんどの入居者の方が足腰が弱いため、一人での外出はままならず、どう

してもご自身の部屋に閉じこもりがちになります。施設長の藤原さんは、入居者がより充実した生活を送れるための方

策を考えました。思いついたのが、ボランティアを介した地域との交流です。定期的に施設内のサロンを利用し、レクリ

エーションを行ないながら入居者と地域の方々との交流が深められればというのが、藤原さんのアイディアでした。 

参加者は、年齢的には 40～70 代と広がりがあり、参加の意図も、新たに仲間を作って活動を広げたい人、シルバー

カレッジで学びながら精力的に活動されている人、ボランティア歴 10～20 年のベテラン等々さまざまでした。得意分野

も、似顔絵・人形劇・紙芝居・スポーツ吹き矢・健康体操・音楽療法・演奏・合唱と多岐にわたります。                 

藤原さんの説明を聞き、参加意欲が高まった皆さんからの自己紹介では、ご自身の

経験や、趣味、得意技を生かして人の役に立ちたい、喜んでいただきたいという熱い

思いを語っていただきました。視野が広がった、ぜひやってみたい、一緒にコラボして

みたい等々の前向きの感想が多く、一方で、立地的に駅から遠いのがネック、実施す

るための小道具がほしいなどの声もありましたが、皆さんが活動に参加したい気持ち

を持たれた活気あふれる説明会でした。今後の展開が楽しみです。 

～趣味・特技を持つボランティアに入居者と地域のつなぎ役を期待 ～ 

CB 事業所 
現地説明会 

 



 
 

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) 

B2401 

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 

指導員 

（正職員） 

新規に立ち上がったばかりの施設で、発達に障がいを抱えた子どもたちの

療育、及び余暇支援をお願いします。体力・気力要！ 

最寄駅/阪急西宮北口・ＪＲ甲子園口    資格/不問（保育士資格あれば

尚良し）     勤務開始日/2013 年 9 月 1 日   勤務日時/月曜～金曜、

及び土曜 1～2 回/月、9:00～18:00      給与/月給 160,000 円～    

交 通 費 / 実 費 （ 上 限 10,000 円 / 月 ）      雇 用 期 間 / 定 め な し  

保険/雇用・労災・社会保険       試用期間/3 ヶ月(月給 150,000 円） 

Ｂ2381 
社会福祉法人 

駒どり 

生活援助員 

（非常勤） 

地域の市営住宅にお住まいの高齢世帯の見守りのお仕事です。 

勤務地/神戸市長田区      資格/介護福祉士、又は、社会福祉士 

勤務日時/週 4 日、9:00～17:30 休日/日曜＋週 2 日 給与/月給 165,000 円  

交通費/実費（上限なし）     雇用期間/平成 26 年 3 月 31 日まで    

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

B2383 ペットライフサポート 

ペットケア 

スタッフ 

（登録） 

ペット（犬・猫）のお世話（散歩、トイレ掃除、ブラッシング、給餌等）をしていた

だきます。動物好きな方、大歓迎！ 

勤務地/明石市～神戸市東灘区    資格/自家用車、バイク、原付所有者

で運転できる方       経験/動物の飼育経験のある方     勤務日/

仕事の受注による。午前もしくは夕方の 1 日 1 時間～3 時間程度。年末 

年始、ＧＷ、お盆、土日祝勤務可能な方  給与/時給 800 円    交通費/

実費（上限なし）    保険/労災      試用期間/1 ヶ月（時給 750 円） 

B2393 
ＮＰＯ法人  

1 億人元気運動協会 

高齢者 

運動指導員 

（登録） 

介護予防・ロコモ（運動器症候群）予防教室や地域の自主活動教室での集

団運動指導等、介護予防プログラムを通し高齢者をサポートする仕事です。 

指導地域/近畿圏内     資格/健康運動指導士・健康運動実践指導者

（あれば尚良し）   経験/運動指導経験のある方・興味・意欲のある方   

勤務日時/ 9:00～16:30 の中で 60 分～120 分      給与/1 回 4,000 円

（研修時 3,500 円）     交通費/実費（上限 2,000 円）      雇用期間/ 

1 年契約（継続契約可、条件あり）     保険/賠償責任保険・傷害保険            

B2395 
株式会社  

コー・プラン 

ショップ運営 

スタッフ 

（緊急雇用） 

将来お店を持ちたい方、店作りのアイディアをお持ちの方、チャレンジショッ

プの運営をお願いします（委託販売、新商品開発・販売、イベント参加協力） 

勤務地/兵庫区の市場・商店街  最寄駅/1)神戸電鉄湊川 2)地下鉄和田岬 

勤務日時/週 5 日  9:30～19:30  休日/週休 2 日  給与/月給 200,000 円   

交通費/なし          雇用期間/平成 26 年 3 月 15 日まで（更新なし）  

保険/雇用・労災・社会保険    備考/失業中の方のみ応募可 

 

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-0290 神戸 YWCA 分室 

わいわいランチ：ひとり暮らしの高齢の方、障がいを持つ方へお昼の弁当作りの盛り付

け、配達。配膳、運転のみも大歓迎！ 

最寄駅/ＪＲ灘・阪急春日野    活動日時/毎週月曜～金曜 10:00～13:00（週 1 回可）  

謝金・交通費/なし  備考/他の支援活動あり（こどもと家族のためのフリースペース、

ＰＣによる視覚障がい者用 CD 作成の編集、野宿生活をされている方々への支援、等） 

 

V-0297 

 

識字教室 ひまわりの会 

日本文字を習う高齢の方々の学習支援、教材作成、行事やひまわりの会運営をお手伝

いいただける方を募集しています。 

活動場所/長田公民館本館     最寄駅/JR 兵庫駅       活動日時/毎週土曜 

10:00～12:00      謝金・交通費/なし     備考/中学・高校生の参加も歓迎！    

 

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(99)「私の生きがいしごと」 
 NPO 法人 クロスハンド 

梶本 孝治 （神戸市・72 才） 

私の仕事は、ワラビーから紹介された「NPO 法人クロスハンド」の駐車場の巡回及び清掃です。こ

の仕事の課題は二つです。一つは、この駐車場は多層ビルで屋上駐車場もあり、夏の炎天下も強

風・豪雨の日も、決められた勤務日には必ず出勤し、やり遂げること。もう一つは、炎天下で乳幼児

が車中に置き去りにされていないか見回るという、ミスが許されない仕事です。 

働き始め間もなくは、「この歳でこんな大変な仕事ができるかなぁ」と、不安一杯で出勤していまし

た。2 歳年上、数ヶ月先輩の早番担当のオッチャンが、「万歩計」を示し得意顔で言いました。「ここの 

 

編集後記  
夏と言えば、アイス 

キャンディー。幼い頃、 

自転車の荷台にアイスボックス

をのせて、町からおじさんがペ

ダルを踏みながら売りに来た。

遊びながらも、町へと繋がる田

舎の一本道ばかりを見ていた。

かき氷でもなく、アイスクリーム

でもない、記憶の中の夏の味。 

この号が出る頃には、暦上で

は処暑。残暑厳しくとも朝夕に

涼やかな風が吹くことを願い

つつ・・・（Ｓ） 

 

 

      「誰でも分かるやさしい経理」  

「簿記の知識はないが、実務ができるように基礎知識を学びたい」とお考えの方、いらっしゃいませんか？ 

今年度も、経理初心者を対象に、記帳の仕方から決算に向けた事務処理まで、ポイントを絞った講座を開催します。 

ＮＰＯ法人は、毎年、財務諸表を所轄庁に提出しなければなりません。経理を担当することになった人はもちろん、担

当でなくても、信頼ある決算を行うためには、事務に関係する皆さんに経理知識は必要です。 

演習によって、短時間で経理事務のエッセンスを楽しく学べる講座です。ふるってご参加ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 
 

仕事で、1 日 1 万 2000 歩は歩いているんや。昨年の健康診断では先生にいろいろ言われたけど、こんどの健診はオール

パスやった。帰って飲むビールはうまいで！ほんと有り難いことや」と。私たちの年齢では、健やかに生きること、即ち仕

事に取り組めること自体が「生きがいしごと」と教えてくれました。そして、幼い命を守るために見回る仕事は、まさに私の

「ミッション（天命）」と気づきました。   

昭和 16 年 1 月に生まれ、その 12 月に日米開戦となりました。2 年後、父の故郷山陰の小さな村に疎開途中、生後 6 ヶ

月の弟が、祖父の待つ村まであと数里の雪の降りしきる中、急性肺炎で亡くなったことを覚えています。残された月日は

その弟の命を大切に、健やかに過ごしたいと思います。 

ＮＰＯ会計講座 開催のお知らせ 

開催日 時 間 テーマ 内容・特徴 

①13：30～15：00 現金の取り扱い方と現金出納帳 お金の動き・流れを把握 10 月 19 日 

（土） ②15：10～16：40 勘定科目と集計（1） お金の流れを書類に記帳 

③13：30～15：00 勘定科目と集計（2） 決算の前段階の作業 10 月 26 日 

（土） ④15：10～16：40 給料計算・社会保険・所得税 給料計算の手順を理解 

 
講 師    村上 義弘 （ワラビー専門相談員）           

会 場    生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）  

参 加 費     4,000 円 （ ①～④ の 4 講座分 ）    

定 員    20 名 （受付順）  

 

まずはお電話ください！ 

078-841-0387 

担当：瀬光（せみつ） 
当日、電卓をお持ちください。 

9 月 28 日（土）14：00～15：30 セミナー「誰でも分かる法人格」を開催します。詳細はワラビーまでお問い合わせください。 

〒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。 

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 〶 

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） 




