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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 

 

 

 

■ 阪神ＳＩＴＡクラブ  
 パソコンの教え方を学んだ仲間 

たちで、10 年前に設立した団体。 

ＳＩＴＡとは「シニアＩＴアドバイザー」 

の頭文字で、メンバーは 10 人、平均年齢は 69.9 歳です。 

 代表の森田さんは、「退職後何かしたくて、仕事で使って

きたパソコンの腕試し気分で始めた」とのこと。現在は、西

宮北口で開催する教室(写真)のほか、個別対応や障がい

者就労支援のための指導などを行っています。 

 継続の秘訣は、「皆が“心地いい”と思える活動や雰囲

気を築けたことや、パソコンがバージョンアップのつど勉強

が必要で、向上心を満たせること。そして、何よりも自分た

ちの生きがいそのものになっていること」だそうです。 

 参加者からは「クラブ活動的な雰囲気で明るく楽しそう」

「リタイアした人とＰＣ操作に詳しくないシニアの双方に得ら

れるものがある、良い形のＣＢだ」等の感想がありました。 

■ めいまいガーデン 
神戸市垂水区の明舞センター内でレンタルＢＯＸを営む

めいまいガーデン。切り盛りは、東北の震災で未知の土地 

神戸への引っ越しを余儀なくされた松井さん。 

40ｃｍ 四方の出品棚が並び、出品者が 

持ち寄る手作りの作品などが所狭しと置か 

れています。来店者にはお茶を出し、おしゃ 

べりを楽しむことで、モノだけでなく人もつな 

いできた松井さんは、「お店をしなければ、 

知らない土地で一人ぼっちだった」と振り返ります。残念な

がら、ご主人の看病のため閉店を余儀なくされましたが、地

域の人との交流は今後も続くことでしょう。 

参加者からは、「おもしろい取り組みで、自分達もやって

みたい」との声が多数上がっていました。各地で同様の活

動が継承されることが期待されます。 

■ 明舞ひまわり 
楽しみの昼食は、同じ明舞センター 

内の「ふれあいお食事処明舞ひまわり」 

でいただきました。10 年前、入江代表 

を中心にスタートして以来、主に高齢者 

を対象として配食サービスを行なってきた団体です。 

営業日は週 4 日、日々の配食先は 80 戸を超え、食堂内

でも日に 30～40 食が出ます。担い手は、地域の主婦を主

体に 38 人。平均年齢 69.8 歳で、なんと 80 歳以上が 4 人！

まさに元気高齢者による職場です。 

目指すところは「安心、美味、栄養」。食材にこだわり、塩

分を控え目にし、弁当容器の種類は配達先ニーズに対応す

るなど、決して広くない厨房、食堂内で､究極のきめ細かい

作業を繰り広げます。おまけに、風呂敷での配達という心配

りに、参加者はただ感嘆するばかりでした。 

栄養士の大石さん(写真)の説明

を聞きながら、明石鯛のマリネが主

菜の定食に舌鼓を打つ参加者から

は、「おいしい」の連発、胃も心も満

たされる視察でした。 

■ 東灘こどもカフェ 
最後は、東灘区に戻り、地域の居場所「東灘こどもカフェ」

を訪ねました。同団体については、本誌 106 号（本年 6 月）

で紹介しましたので、団体の詳細はそちらをご覧ください。 

恒例のＣＢ団体視察バスツアー。11 月 21 日(木)に西

宮市と神戸市内の計 4 ヵ所を訪ねました。 

ツアーのテーマは、「セカンドライフの挑戦」。シニアの

皆さんの生き生きとした活動風景に、参加者は「自分も何

かをやりたい」と意欲をかきたてられたようでした。 

  この目で見た「セカンドライフの挑戦」 



 

  

 新たなセカンドライフ模索のための シニア交流サロン 開催のご報告 

何かをやりたい！でも、何を、どのようにして？・・・そ

んなシニアの方々が新しい一歩を踏み出す手助けにと、

12 月 7 日(土)、交流サロンを開催しました。 

ゲストスピーカーとして、介護家族の会息抜きタイム代

表の三木 浩さんと NPO 法人東灘地域助け合いネットワ

ーク でボランティア歴 3 年の毛利 真弓さんに参加いた

だきました。お二人のトーク、要旨は次の通りです。 

三木さん「親を介護した経験を社会に活かしたいと思

い、活動を始めた。介護者同士が話し合うことで、気持ち

を分かち合い、支えあい、ゆとりを持てるための活動。継

続性が必要だが資金が難しく、区の助成金を得た。」 

毛利さん「ＣＳ神戸の社会貢献塾を受講後、いろいろ

ボランティアをしてきた。紹介されれば断らないことがモッ        

トー。チラシ配りなどを経 

て、現在は事務所内で週 

４日間活動。ボランテイア 

も職員同様、責任感は大 

切。」 

 参加者は、40 歳代から 

～ 「やりたいことが明確になった」etc. 前向きの感想が多数 ～ 

～ 社会性と事業性を両立！コミュニティ・ビジネスの秘訣が学べます ～ 

                      起業セミナー  開催のお知らせ 

絵を描いている子の傍らで勉強をしている子がいる、障がいがある子もない子も同じ空間で共に 

過ごす。どの子にとっても居心地のよい場所、そして、成長のペースは一人ひとり大きく違っても、 

確実に生きる力を蓄えていける場所。そんな絵画教室を運営しているのが、一般社団法人クルレ 

（神戸市垂水区）の代表、赤堀富子さんです。現在は、教室で学ぶだけでなく、子どもたちに農業体験 

をと、青空の下での活動にも取組んでいます。 

今回の起業セミナーでは、赤堀さんの起業までの基盤づくりや準備、さらには創業時の資金面や 

生徒集め、事業拡大のポイントなど、そのノウハウをたっぷりとお伝えします。赤堀さんの事業は、 

生徒や地域から求められていることに真摯に向き合い、形にしていったことで成り立っており、それがコミュニティ・ビジネ

スとしての成功の秘訣です。その取り組みには、あらゆる事業に共通するヒントがたくさん見つかるはずです。 

人の支援事業をしたいとお考えの方、運営や事業拡大に悩んでおられる方、必見の講座です。 

 

 

80 歳までと幅広く、多くの話題が飛び交いました。以下、

その一部を紹介します。 
・健康オタクだが、特にＥＭ菌の効用に着目、掃除や石鹸

作りに活用している。菌の良さを広めたい。 
・シニア層主体で、良い町づくりをめざそうという方向性を

持ち、地域に根差した新しい活動への仲間を集めたい。 
・ミャンマー難民支援をしているが、もっと活発化したい。 
・高齢者支援の事業を設立した。利益拡大を目指さない。 
・シニアの人個々の人生ストーリーを書いて、本にしたい。 
・地元神戸をあまり知らない。こうした場でつながりたい。 

・コミュニティハウスの研究会を立ち上げた。多世代が協

力し合って生活できる家作りをめざしている。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 多くの思いが語られ、相互に質問し合うなど、和やかな

交流の場になりました。 終了後も個別の情報交換が続く

など、積極的な情景が見られました。 

事後アンケートでは、「やりたいことが明確になった」、 

「活動的な人たちに刺激を受けた」、「自分をもう一度見 

直したい」など、前向きの感想が多く見られました。 

 人と向き合い・支えあう 

ＣＢを目指す方のための 

日  時   ３月１日（土） １４：００～１６：００ 

講  師   赤堀 富子さん（一般社団法人クルレ代表） 

場  所   生きがいしごとサポートセンター神戸東（ワラビー） 

受 講 料   １，０００円 

講師の赤堀さん 

 



 
 

お仕事情報！ 

Ｎｏ 求人団体名 職   種 条件(最寄駅／勤務日時／給与／交通費／その他) 

2482 
パントリー 

六甲アイランド店 

店長 

（パート） 

六甲アイランドのスーパーマーケットで夜間店長をやってみませんか？ 

最寄駅/六甲ライナーアイランドセンター    勤務日時/シフト制（2 名体制）

で月 15 日位 18:00～21:30       給与/時給 900 円       交通費/

実費（上限 10,000 円/月）     雇用期間/定めなし      保険/労災

（雇用保険は労働時間による）          試用期間/1 ヶ月（同条件）              

2515 
社会福祉法人  

神戸育成会 

生活支援員 

（パート） 

知的障がいがあり生活介護の必要な方のデイサービスで、幅広い日中活動

や日常生活の支援をしていただける方、募集中！ 

最寄駅/地下鉄長田   経験・能力/支援経験あれば尚良し、ＰＣ基本操作   

勤務日時/火水金、9:00～17:00  給与/時給 950 円     交通費/実費

（上限 50,000 円/月）      雇用期間/平成 26 年 3 月末日（原則更新）     

保険/雇用、労災                  試用期間/3 ヶ月（同条件） 

2489 

アトム・ハーツ 

合同会社  

樹楽 神戸住吉  

団らんの家 

介護職員 

（パート） 

少人数の高齢者デイサービスで、送迎、入浴、食事、日常生活の介助、話し

相手等、介護業務全般をお願いします！ 

最寄駅/ＪＲ住吉            資格/ヘルパー2 級以上あれば尚良し、

普通自動車免許     経験/時間帯 1）と 2）は介護の勉強中の方でも可 

3）は介護業務経験要    勤務日時/週 2 日以上、シフト制、1)8:30～17:30 

2）12:00～21:00 3）21:00～8:45   給与/時給 900 円～1,100 円  交通費/

実費（上限 10,000 円/月）   雇用期間/12 ヶ月（原則更新）      保険/

労災（雇用・社会保険は労働時間による）     試用期間/3 ヶ月（同条件）  

2492 

社会福祉法人  

博由社  

生活介護事業所  

アシストこうなん 

（仮称） 

事務員 

（パート） 

4 月開所予定の障がい者施設での電話対応、ＰＣソフトを使用しての経理事

務、市区町村に対する報酬計算等をお任せします！ 

最寄駅/ＪＲ甲南山手、阪神深江  勤務開始日/平成 26 年 4 月～  

勤務日時/週 3～5 日、9:00～18:00 の間で 5 時間程度   給与/時給 780 円

～920 円     交通費/実費   雇用期間/6 ヶ月毎（更新の可能性有）  

保険/労災（雇用・社会保険は労働時間による） 試用期間/3 ヶ月（同条件） 

2498 
ＮＰＯ法人  

アスロン 

スポーツ 

指導員 

（契約社員） 

幼児・小学生を対象としたサッカー・陸上競技の指導者。スポーツを通して、

子どもの体力づくり、心の育成に取り組んでみませんか？ 

最寄駅/阪神打出      資格/普通自動車免許、教員免状又はスポーツ

リーダー   経験/競技・指導・運営経験あれば尚良し      勤務日時/

週 5日、10:00～19:00   休日/週休 2日（半休が2 日と休日 1日でシフト制）  

給与/160,000 円～250,000 円       交通費/実費（上限 8,000 円/月）     

雇用期間/12 ヶ月毎（原則更新）         試用期間/3 ヶ月（同条件） 

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) 

V0306 
NPO 法人 

にじのかけ橋 

昼食時のおみそ汁づくり（25 名分）をしてださる方、募集中！  

最寄駅/ 阪神石屋川、阪神バス御影大手筋     活動場所/東灘区  活動日時/

毎週木曜 10:30～昼食後の後片付け終了まで（13:30 頃）     謝金/1 回の活動で

500 円（交通費相当額）、昼食提供          備考/見学可 

V0307 
東灘地域助け合いネット

ワーク 

地域のために役立ちたいと考えている方、事務局運営のお手伝いをしてみませんか？ 

内容/庶務、まかない食作り、販売、イベント手伝い、他    

最寄駅/阪神御影      活動日時/月曜～土曜、9時～19 時の間で都合の良い日時 

（応相談）     謝金/1 時間につき 300 円   交通費/実費（上限 500 円） 

備考/会費 1 年間 3,000 円       

 

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。 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             「ＮＰＯ決算準備セミナー」  開催のお知らせ 

リレーエッセイ(101)「私の生きがいしごと」 
 NPO 会計支援センター 

山縣 佳乃さん （西宮市・５８才） 

ある団体に所属していた６年前、「監事って何をしたらいいの？」のセミナーを薦められたのがきっかけ

で、ワラビ―を知りました。以後、ことあるごとに親身に相談にのっていただきましたが、なかなか仕事は

マッチングせず、あきらめた時期もありました。しばらく間をおき相談してもスタッフは覚えていてくださり、

ハローワークとは違う温かさを感じました。 

 これまで公的機関や大企業の一歯車として働いてきましたが、違う働き方を模索していた時期に、今の

職場をワラビーの HP で知りました。長いブランクがあり、今の社会についていけるか不安もありましたが 
「今でしょ！」という流行語にも押されて(笑)か、自然と身体は動きました。今は、死にかかっていた脳みそをフル回転

させながら、社会参加できることの喜びを感じています。様々な雑務的な仕事もあり、慣れないことの連続ですが、

「なんでもやる！」という精神で頑張っています。数字を見ることは嫌いではない私、会計に関する仕事ができるだけ

で、充実した気分を味わえています。 

 NPO のことも何も知らないままに飛び込んだ私ですが、何らかの目的をもち、苦労して設立されている団体が多い

ことを知り、身の引き締まる思いもします。また営利目的の民間企業では味わえない「ぬくもり」を大事にしながら、

NPO との関わりを持って働けることに生きがいを感じています。 

「こんな働き方があったらいいな・・・」から出発した私、夢にむかって一歩羽ばたきました。 

★★ 3 月 8 日（土）講座「ＣＢ団体設立スキルセミナー」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。★★ 

決算が気になる時期となってきました。ＮＰＯ法人の会計担当者の中にも、一人で不安を抱えておられる方も少なくな

いと思います。そんな悩みを解消するため、そしてＮＰＯ法人として正確な決算を行うため、やるべきことをしっかりと学

べる決算準備セミナーを開催します。 

決算をテーマに、会計処理のスキルアップにもつながる講座です。分かりやすさで評判の講師が、丁寧に説明しま

す。初心者の方、初めて決算処理をするという方も、ぜひご参加ください。 

日 時    ２月１日（土）・８日（土）  １３：３０ ～ １６：４０  

会 場   生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）  

講   師   荻野 俊子さん （ＮＰＯ会計支援センター代表） 

参 加 費    ４，０００円 （２日分）  

まずはお電話ください！ 

078-841-0387 担当：瀬光・狩野 

ＮＰＯ会計の悩みを解消！ 

・ 右も左も分からない中なので、とても助かりました。 

・ 実務に根ざした演習をする中で、自分の理解度も実感できました。 

・ 概論から各論まで、大変役に立ちました。資料やグループディスカッションも、今後の参考になりました。 

編集後記 
 
凍てつく季節となりまし

た。野鳥も食べものに苦労し

ているのか、冬枯れの庭に色

を添えていた南天の実が日

毎に少なくなっていきます。

「冬来たりなば春遠からじ」。

あと少し、体調管理に気をつ

けて、乗り切りましょう。今年

もワラビーをどうぞよろしく

お願い致します！（Ｓ） 

 

〒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 

〶 

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） 
 

昨年の参加者の感想 




