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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 

 

 

 

第 1 部 基調講演 

「コミュニテイビジネスで地域を変える、社会を変える」 

㈱伊賀の里モクモク手づくりファーム 

代表取締役専務  吉田 修さん 

 
■ 大切なのは事業と運動の両立 
事業の大事な点は、使命感・覚悟で 

す。今年で設立 25 年。現在売上は

52 億、従業員は 800 名、借金は 60 億して半分返しまし

た。覚悟がないと出来ません。 

話題やシステム作りに力を入れてきました。今も増収増

益です。しかし、事業と運動の両立は大切です。それがな

いと営利だけになる。儲けは大事でも、目的ではない。 

自分達で農作物を作り、加工し、通販で売る。卸はしな

い。卸をすると弱くなる。末端の販売店側が強いから、農

業はダメなんです。勇気が要ることですが卸をせず、全国

4 万 5 千の会員さんによる会員組織を作りました。 

レストランは、本部から 1 時間半以内、生産現場が見ら

れる距離に決めました。現場を見、レストランで食事をし、

それを通販で買える商売です。 

■ 多くの情報と消費者の心を読む力を持つ 
 情報はたくさん持っています。ＮＨＫの「あさイチ」は必ず

見ます。皆さんも見るほうがいい。事業への飛び付きは女

性、継続は子どもです。男を中心にすると失敗します。う

ちは、女性が市場に強い。社員の 6 割が女性です。 

もう一つ大事なことは、消費者の心を読む力。教科書

は読めるが、人の心は読めない人が多い。学生時代の恋

愛の数が多い順に採用した年もありました。 

基本的には、レストラン運営を中心に取り組んでいま

す。4 年後、徳之島から国産コーヒーが出ます。沖縄で

は、40 万のパイナップルが出来る農地を確保しました。全

国の直売所に売り、代わりに全国から食材を沖縄に集め

て加工し、イスラム圏のハラール市場に出します。私の人

生の最後の仕上げにしたいと思っています。 

■ 思いを伝え共感者を得よう 
事業は、使命感と勢いです。難しいけど、ファンクラブ

が基本ですね。AKB と一緒です。先日、役員の総選挙を

しました。役員をみんなで選出し、60%以上の賛同がなけ

れば、普通の社員になる。僕らは職員を評価しますが、そ

の逆があっても良いと思っています。 

売上は、レストラン、通販、農業公園が３分の１ずつで、

安定しています。農業公園は天候に左右され、通販には

天候は無関係。この 3 つの柱が大事、安定の秘訣です。 

今の時代は伝える力、自分達の思いを伝えることが大

切です。自分たち 

の考え方を伝え、 

共感者を募る。そ 

れがないとＮＰＯ 

もダメです。これが 

運動だからです。 

テーマは「目指そう起業家 先例に学ぶ！」  
生きがいしごとサポートセンター6 団体と日本政策金融公庫の共催による標記フォーラムが、10 月 12 日（土）神戸国際

会館で催されました。行楽シーズン 3 連休の初日でしたが、定員をはるかに超える参加者にお越しいただきました。 

第１部（下記）の基調講演では、営利に偏らない、理念を大切にした企業活動を語っていただきました。第２部（次ペー

ジ）は、若者・女性・シニアの起業家によるパネルディスカッションでした。事業や課題は違っても、活動のスタンスは同じ

であることなど、印象的なお話をお聴きできました。以下、内容の概要をご報告します。 

  ひょうごコミュニティ・ビジネスフォーラム 開催 ご報告 



       
 

ひょうごコミュニティ・ビジネスフォーラム 第２部 

  ３人に共通の思いは「人々のために」の実践 

 

  第 2 部は、パネリスト 3 名によるディスカッションでした。分野や内容は三者 

三様ですが、「人々のために」という思いは同じであり、活動にかける熱意に 

触発される参加者の方も多かったようです。 

 自己紹介に始まり、個別のテーマについて順次語っていただきましたが、誌 

面の都合上、トーク内容をまとめて要点のみお伝えします。なお、コーディネー 

ターは、日本政策金融公庫総合研究所 藤井辰紀さんでした。 

 

 

 

 

 ご報告 

 

 

 

         NPO 法人 Homedoor （大阪） 

                理事長 川口 加奈さん           

14 歳でホームレス問題に出会って後、

いろいろな活動をし、大学 2 年時にホーム

レス状態そのものを生み出さない社会構 

造を作りたいと思ってＮＰＯ法人を立ち上げました。 

大阪市内のレンタサイクル「ハブチャリ」で、次の仕事に

向けて就業リハビリを提供し、3 人に 1 人が就職に結びつ

いています。また、リサイクルや、中間的就労の研究所を

立ち上げ、釜ヶ崎での釜歩き、炊き出しの釜ミーツや、中・

高校への講演を行っています。 

ハブチャリの拠点確保が難航しましたが、メディアで報

じられるなどで実績につながりました。次はホームレスの

人達に仕事を指導していくことが大変でした。ハブチャリ

を基軸に、自転車問題とホームレスの問題を一気に解

決するというキャッチコピーでやってきました。新しい発

想と言ってもらえて、企業とのコラボも増え、色んな事業

展開につながって安定してきました。 
ある経営者に、ニーズの代弁者になりなさいと言われ

ました。地域の課題解決のための起業だから、ニーズを

ちゃんと掴んでないと失敗すると。無我夢中のうちに、自

分がやりたいことをやっていたのではないかと思います。 

㈱キャリア・マム （東京） 
代表取締役社長 堤 香苗 さん 

子どもを連れての公園で愚痴をこぼす 
母親が多く、地域ではハンディのある母子 
などは仲間に入れません。孤立しての子 
育てはしんどいけど、会社にいかなくても自宅で仕事がで

きるようにしようと考え、創業しました。子どものお手本であ

る母親が愚痴るのではなく、前向きに考え、子どもも家族も

自分も大好きになってほしいという思いです。 
 経費がかけられないので、口コミに頼りました。軌道に乗

ったのは 5 年目、地元の信用金庫から優秀起業に選ばれ 
 

てからです。主婦からの理解が得難かったけど、消費者

の声をマーケティングで活かす事業と説明し分かってもら

いました。1500 人くらいになり、この人数でプログラマー

を作ろうと言って同業者に笑われたけど、今ある資源で

どうするか、他の経営者に聞きながら進めました。 

 事業は、自分の成長や利益ではなく、顧客、地域、企業

のニーズをしっかり見すえることが重要です。創業後、正

しいこと、良いこと、楽しいことでうまく人が回るのは頑張

っても 1 年です。起業するには「面白いこと」にすべきで

す。つまり、人が変化すること、自分や他者の成長です。

起業では、事業の面白さを伝えられるかが大切です。 
 

        ＮＰＯ法人石倉企画 (姫路) 

理事長 苦木 隆幸 さん 

            企業を退職後、地元の山麓を市民の憩

いの場にする話が持ち上がり、融資を募

って法人を立ち上げました。若者支援や 

子どもの自然体験で地域の活性化もめざしています。会 

員 30 名、平均年齢 68 歳で頑張っています。 

法人には、事務も必要、接客マナーも必要です。自分を

磨く努力をしてもらうために、ノートパソコンを各自 1 台買っ

てもらい、パソコン教室を開きました。給料をかせぐため、

市が困っていた廃棄物処理場を石倉企画で受けることに 

し、借地料を運営にまわしました。 

地元で生まれ育った人間が、周囲の環境にお返しする

という趣旨で、入場料無料です。豊かな自然の中、絶滅危

惧種もいて、子どもたちが喜んで来ます。市からの委託

費、自治会からの出費などを組み合わせて回っています。 

起業をするにあたって大切なことは、素晴らしい指導者

に巡り会い、その人の理念をもらうことです。そして、周囲

から信頼されることです。そのために、自分の人間を作る

ことが必要です。また、65 歳を過ぎれば、世の中にお返し

をする気持ちが大切です。日本の社会を素晴らしくするた

め、ぜひ社会に貢献してください。 

 



 
 

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) 

B2449 

NPO 法人 ケアット 

放課後等 

デイサービス 

あい・ランド 

運動指導員 

（パート） 

障がいのある子ども達の放課後デイサービスでの運動指導をしていただき

ます。子ども好きな方、大歓迎！12 月に新規事業としてオープン予定。 

最寄駅/ＪＲ摂津本山      勤務開始日/平成25 年 12月～  勤務日時/

週 2～5 日（シフト制）、13:00～19:00（曜日・時間、応相談）     給与/時給

850 円～900 円（経験・能力による）  交通費/実費  雇用期間/定めなし  

保険/雇用・労災・社会保険（勤務時間による）  試用期間/2 週間（同条件） 

B2438 
社会福祉法人 

きらくえん 

介護職員 

（非常勤） 

特別養護老人ホーム・ショートステイでの介護業務をお願いします！ 

最寄駅/JR 尼崎・阪神大物    資格/介護関連資格あれば尚良し  

勤務日時/週 5 日（シフト制）、1）7:00～15:30 2）11:00～19:30 3）13:00～

21:30 4）21:30～7:00（休憩 120 分、月 4～5 回あり）      休日/4 週 7 休

（シフト制）  給与/時給960円～1,010円   交通費/実費（上限40,000円）  

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/2 ヶ月（同条件）   

B2417 

本山第一 

学童保育所 

やまびこクラブ 

学童保育 

スタッフ 

（パート） 

放課後、母子・父子・共働き家庭の子ども達と遊んだり、食事・おやつ作りを

一緒にしていただける方を探しています！ 

最寄駅/J 摂津本山    経験/不問（経験あれば尚良し）     勤務日/

週 3 日～4 日（応相談）、平日 13:00～17:30、又は 14:00～19:00 の 4 時間  

給与/時給 800 円    交通費/実費（要相談）    保険/雇用・労災   

試用期間/3 ヶ月（同条件） 

B2416 
NPO 法人  

Gen. Happiness 

ポスティング 

スタッフ 

（請負） 

神戸市の地域振興新聞を地域内住居へ配布するお仕事です。月に一度、

2000 部～3000 部配布。 

配布地域/東灘区、又は灘区       経験・能力/ちらし配布できる体力

（バイク・電動自転車あれば尚良し）    勤務日時/第三木曜に受け取り、 

4 日後の日曜までに配布完了。配布時間は自由。      給与/1 部 2 円、

月約 4,000 円～6,000 円              雇用期間/定めなし  

B2410 
NPO 法人 

FREE HELP 

販売・仕分け 

スタッフ 

（パート） 

チャリティー（寄付）という活動がミックスしている古着販売店での店頭販売・

仕分け業務を一緒にやってくれる仲間を募集中！ 

最寄駅/JR 新長田    経験/不問（古着販売店などでの勤務経験あれば

尚良し）     勤務日時/週 4 日（シフト制）、10:30～17:30   休日/日曜  

給与/時給 850 円    交通費/実費（上限なし）     雇用期間/定めなし  

保険/（未定・現在検討中）        試用期間/3 ヶ月（同条件）        

備考/未経験者、若い方歓迎！ 

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) 

V0304 

NPO 法人 

女性と子ども支援センター 

ウィメンズネット・こうべ 

シングルマザーと子どものための居場所（WACCA）で、保育やシングルマザーの子ども

さん（小学校）を対象に学習支援をしてくださる方、募集中！  

最寄駅/JR 新長田   活動場所/新長田アスタくにづか 1 番館北棟 2 階  活動日時/

毎週月曜～金曜 17:00～19:00、保育は講座開講時（昼間）     謝金/交通費実費

（上限 1,000 円/日）         備考/子どもに寄り添い、月に 2 回以上参加できる方 

V0305 
デイサービスセンター福 

須磨南 

高齢者デイサービス施設で、昼食の配膳・後片付け・皿洗い、又は、お話しボランティア

をお願いします。 

最寄駅/JR 須磨海浜公園駅       活動日時/月曜～金曜の間で、週 1～2 日 

11:30～15:00（応相談）   交通費/要相談       備考/10 人程度の少人数のデイ 

 

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。 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

開催のお知らせ 

リレーエッセイ(100)「私の生きがいしごと」  NPO 法人 アスロン 

中村 昇 （神戸市・24 才） 

私は大学時代から、子どもたちに「自己肯定感（自分への自信）を持ってもらいたい」という強い思

いを持ってボランティア活動をしていました。しかし、就職は一般企業に決め、大学卒業を控えていた

頃から、このままの進路でいいのだろうかと悩むようになりました。ついに、決まっていた進路を変更

し、卒業してからはアルバイトをしながらボランティア活動を続け、子どもたちのために自分が出来る

ことを模索していました。しかし、時間の大部分はアルバイトに費やされていることや、家族の心配も

あり、仕事として子どもたちと関わろうと思い至りました。 

      コミュニティ・ビジネス団体視察バスツアー  

ボランティア活動において NPO 法人に関わってきた私は、就職するのなら NPO 法人にしようと考えていました。NPO

法人なら、利益を追求する以上に理念を大切にして働く事が出来る、と思っていたからです。そんな折にワラビーを見つ

けました。当初は、現在勤めている事業所とは別の求人に応募するつもりでワラビーを訪ねましたが、相談員の方に

「子どもたちと関わりたい」という私の意志を考慮していただき、現在の職場を紹介してもらいました。めぐり合わせという

のは不思議なもので、初めてワラビーを訪れてから 10 日程で現在の職場とのご縁をいただく形になりました。現在私

は、子どもたちに自己肯定感を持ってもらうという理念のもと、日々子どもたちが成功体験を得られる環境やきっかけを

作ることに携わって働いています。ボランティアとは違い、仕事となると責任重大ですが、子ども達と深く関わり、彼らの

役にたっていることが実感でき、充実した毎日を送っています。 

 

〒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） 

セカンドライフでの 

挑戦を実現させた 

コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）の現場をバスで廻り、活動の様子を見ながら実践者の話を聞く視察ツアー。「実践者の

熱い思いに感激した」「一人では行きにくいところを回り、知らない世界を体感できて、とてもよかった」など、毎年大変

好評をいただいています。今年は“コミュニティ・ビジネス”をもっと身近に感じていただこうと、セカンドライフでコミュニテ

ィ・ビジネスを始めた方々の活動団体を回り、その実態を覗かせていただきます。ぜひ、ご参加下さい。 

●○●視察先●○● 

①阪神ＳＩＴＡクラブ・・・・・・できるまで、とことん！オリジナルテキストのパソコン教室 

②明舞ガーデン・・・・・・・・小さなレンタルＢＯＸで、大きな人の輪をつなげます。 

③明舞ひまわり・・・・・・・・地域の「命の綱」として愛される配食サービス 

④東灘こどもカフェ・・・・・・皆が主役！誰もが気軽に立寄れる“居場所”運営 

日  時 ： ２０１３年１１月２１日（木）１０：００～１６：３０ （予定） 

＊ 集合時間は厳守ください。 

＊ 解散時間は交通状況により前後する場合もありますので、ご了承ください。 

集合場所： 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： ３，０００円（昼食代込み）  

編集後記 
三連休に重なった 

今年の CB フォーラム。 

最後まで集客に気を揉みました

が、おかげ様で満員御礼。立ち

見の方も出るほどで、スタッフ

一同、感謝感謝です。 

木犀の香りと共に秋は深ま

り、セミナーや講座の準備で大

わらわのワラビーです。皆様の

ご参加心よりお待ちしておりま

す。（S） 

 

078-841-0387 

担当： 瀬光（せみつ） 

まずはお電話ください！ 

開催のお知らせ 




