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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 

 

 

ひょうごコミュニティ・ビジネス １day スクール 

～ 生きがいしごとサポートセンター × 日本政策金融公庫 ～ 

 生きがいしごとサポートセンターと日本政策金融公庫は、ここ３年間連続で、より多くの方にコミュニティ・ビジネス

（CB）を知っていただくために、「コミュニティ・ビジネス フォーラム」を合同開催してきました。 

今年は例年と形を変え、ＣＢをより身近に、より具体的に知っていただけるよう、テーマ毎に学べる「１day スクール」を

開催します。各テーマの中でも、団体によって活動実態は様々であり、それぞれ異なる取り組みをしています。そこで、

テーマ毎に３団体の代表をパネリスト（２面に紹介）にお迎えし、ＣＢの実態と魅力をたっぷりとお話しいただきます。 

お迎えする CB 実践者の方たちは、若者からシニアまで幅広く、事業規模やその展開方法も様々です。ご自身に合う

ＣＢとの出会いの場として、またＣＢを短時間のうちに広く深く知る機会として、ぜひお越し下さい。  

今回の特徴は、各テーマ毎に交流会の時間を設けたことです。これまでのフォーラムで、「個別にもっと知りたいこと

がある」、「参加者同士のネットワークを広げたい」などのご要望が寄せられていたことにお応えしました。 

１日たっぷりとＣＢに触れられ、新たな交流へのチャンスになるイベントです。ご興味のあるテーマだけの参加、また

は仲間探しのために交流会のみへの参加も大歓迎です。多くの方のご参加をお待ちしています。 

【日 程】 ７月１３日（日） ９：５０～１７：００  

＊ご興味あるテーマごと、出入りは自由です 

【会 場】 神戸クリスタルホール（クリスタルタワー３階） （JR 神戸駅から徒歩５分） 

【参加費】 無料 

【お申し込み方法】 

  氏名、住所、連絡先（電話、FAX、メール）と希望のテーマをご記入の上 

  ワラビーまで電話、FAX、またはメールでお申し込み下さい。 

TEL：078-841-0387  FAX：078-841-0312  メール：info@cs-wallaby.com 

３Ｆ 神戸クリスタルホール 

１day スクール時間割 教室１ 教室２ ロビー 

１時間目 

9：50～10：00 オリエンテーション 

 

個別相談 

 

ＣＢ情報 

コーナー 

 

10:00～11:20 1）高齢社会を共に支える 

２時間目 11:30～12:50 
交流会 

３）わたしの地域を盛り上げる 
 

３時間目 13:00～14:20 ２）こどもも、わたしもいきいき 
交流会 

 

４時間目 14:30～15:50 
交流会 ４）ユニバーサル社会を 

実現する  

５時間目 16:00～16:50 資金調達 交流会 

 



               

 

シリーズ なかま募集 （8） 「いきいきコミュニティ」 に参加しませんか？ 

「お金はなくても、ヒマがある。気持ちはあるけど、きっかけがない。そんなお互いが、気軽に集まってみませんか？」 

同世代のシニア層に、なかま募集の呼びかけをしている新しい団体をご紹介します。立ち上がったばかりですが、や

りたいことは山盛りです。参加することで、何かが見つかり、何かと出会えるかも知れません。ちょっと覗いてみません

～「シニアがお互い同士で、楽しみや生きがいを作る会です。」～  

「いきいきコミュニティ」への問合せ・連絡は、正延(まさのぶ) 090-9056-1255、奥澤(おくざわ) 090-7753-3330 

■ わくわくしながら集まる会 

代表はお二人で、いずれも神戸市灘区にお住まいの、

正延俊和さんと奥澤實夫さんです。「職場や家事から解

放され、生活の中に楽しみや張り合いを求めている人、

悩みや心配事を抱えている人が、知恵と力を出し合い協

力し合う場づくりをしたい」という思いで立ちあげました。

「気軽に寄り合い、言いたいことを言って、少しでも元気

になれればいい」そうです。 

 写真は読書会のスナップ。左が奥澤さん、右から２人目

が正延さんです。会は

わくわくしながら集まろ

うと、愛称を「わくわく灘

くらぶ」としましたが、広

く各地からの参加を募

っています。 

■ さまざまな部会を企画 

出会い・仲間づくりなど「お互いのための場」として、

「趣味・同好部会」と「大人の塾・文化部会」を設けます。

前者は名所巡り・ハイキング・カラオケほか、後者は読

書・映画・文芸・パソコン・料理教室ほかを考えています。 

また、「社会とのつながりの場」として「くらしの情報部

会」「お互い様部会」「国際交流部会」「お手伝い部会」な

どを設けます。長年培った経験やスキルを生かし、暮らし

に必要な情報の入手、介護や子育ての助け合いなど、

地域社会・国際社会に貢献していく部会です。 

■ 年齢・会費など 

60 歳以上の方なら、男女どなたでも参加できます。活動

場所は、神戸市灘区・東灘区近辺が多くなります。 

年会費 1,000 円のほか、部会活動による会場費、会食

費、セミナー費などは実費負担していただきます。 

 

こどもも、わたしもいきいき 

渡 剛さん （ＮＰＯ法人あっとすくーる） 

  一人親家庭の子供達にも進路の選択ができる 

ことを目指した塾です。 

西森 由美子さん（ＮＰＯ法人ウィズネイチャー） 

  自然の大切さを子どもといっしょに体験！ 

和田 憲明さん （ＮＰＯ法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ関西） 

  合言葉は「笑ろてるパパがええやん！」 

清田 仁之さん （NPO 法人月と風と） 

 しょうがいのある人もいっしょに共生のまちづくりを！ 

山下 峰幸さん（NPO 法人ともにいきる宝塚） 

 違いを認め合いながら共に生きる、多文化共生の 

まちづくりを目指しています。 

藤本 圭光さん（NPO 法人神戸オレンジの会） 

  社会から取り残されがちな若者の伴走支援 

 

ユニバーサル社会を実現する 

～ １day スクール パネリストご紹介 ～ 

高齢社会を共に支える 

入江 一恵さん（NPO ひまわり会） 

   安心・美味・栄養の三拍子そろった食を通して 

福祉コミュニティづくりに取り組んでいます 

牧 二郎さん （訪問美容サービス美癒） 

  美容室に行けなくても、自分らしいおしゃれを！ 

梅原 智恵美さん（ＮＰＯ法人ほほ笑の森） 

  “自宅ではないもうひとつの家”で、最後まで 

日常で満たされた暮らしを！ 

清水 大介さん（㈱フロッグハウス） 

眠っている資源を再生し、地域に新しい風を起こ

しています。 

西川 嘉紀さん（NPO 法人ゆうゆう加古っち） 

  仲間と経験を武器に地域活性化を！ 

松本 知翔さん （竹田劇場） 

  城下町竹田の賑わいを取り戻すための古民家 

を活用したチャレンジショップ 

わたしの地域を盛り上げる 



 

 

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) 

2600 

株式会社ＨＮＡ神戸 

神戸シェラトンホテル

＆タワーズ 

食器洗浄 

スタッフ 

（パート） 

ホテルでの食器洗浄や食器管理、宴会時の食器の準備等のお仕事です！ 

最寄駅/六甲ライナーアイランドセンター        勤務日時/週 2～3 日 

1）7:30～12：00 2）11：30～17：00 3）17：00～23：00     給与/時給800円  

交通費/実費（上限 1,500 円/日）       雇用期間/2 ヶ月。初回更新後、

毎年2 月と8 月の更新      保険/労災     試用期間/1 ヶ月（同条件） 

2607 株式会社トリドール 

清掃業務・ 

障がい者 

スタッフ指導員 

（パート） 

焼鳥居酒屋の店舗（宝塚と伊丹市内の 2 か所）での清掃、及び障がい者の方

を中心とした清掃チームの現場リーダーとして清掃指導をお願いします！ 

最寄駅/1）ＪＲ中山寺 2）阪急武庫之荘  資格／普通自動車免許  経験/

一般企業、又はＮＰＯなどでリーダーとしての経験のある方    勤務日時/

月～金、9：00～16：00    給与/時給 900 円～     交通費/実費（弊社

規定内で支給）      雇用期間/ 3 ヶ月（更新有り）      保険/労災・

雇用・社会保険           備考/定年 65 歳 

2613 

社会福祉法人  

みつみ福祉会  

兵庫県 

地域生活定着支援 

センター 

自立支援員 

（正社員） 

刑務所などを退所する障がい者・高齢者の方に、必要な福祉サービスを利用

できるよう対象者との面談によるニーズ把握、援護の実施市町村との調整業

務をお任せできる方、募集中！ 

最寄駅/地下鉄県庁前、神戸高速花隈    資格/社会福祉士、普通自動車

免許（ＡＴ可）    能力/ワード・エクセル操作可能な方   勤務日時/原則

月 曜 ～ 金 曜 、 9 ： 00 ～ 18 ： 00       給 与 / 月 給 17 万 ～ 20 万 円 

交通費/実費（上限 4 万 5 千円/月）      保険/労災・雇用・社会保険     

2614 
ＮＰＯ法人  

福祉ネット寿 

事務スタッフ 

（パート） 

児童の療育に関わっている事業所での事務業務です（秘書業務含む）。 

最寄駅/ＪＲ六甲道から市バス阪神御影行き 16 系統、高羽バス停下車 

経験・能力/ＰＣに堪能で事務経験のある方     勤務日時/週 2～3 日 

月・水・金の午後 13：30～17：00（応相談）      給与/時給 900 円   

交通費/実費（上限 1 万円/月）           雇用期間/1 年毎の更新 

保険/労災・兵庫保険サービス            試用期間/1 ヶ月（同条件） 

2615 ＮＰＯ法人 Ｓ－pace 

学童保育 

スタッフ 

（パート） 

学童保育所で子ども達のお世話、付き添い、引率などに関わってみたい方、

お待ちしています！元気で長期勤務可能な方、希望。 

最寄駅/ＪＲ六甲道     資格/保育士・教員資格あれば尚良し   経験/

学童・児童館指導員経験者優遇    勤務日時/月～土曜の内、週 3～5 日

（応相談）、13：00～18：00 の間で 4 時間前後（長期休暇中は 9：00～17：00） 

給与/採用試験期間（3 日間、3 時間/日）は時給 780 円、採用時は時給 800

円、試用期間終了後、昇給有り     交通費/実費（上限 800 円/日） 

保険/労災          試用期間/1～3 ヶ月（勤務日数・時間により変動） 

 

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) 

325 
ＮＰＯ法人 

新開地まちづくりＮＰＯ 

湊川公園芝生広場の花壇のお手入れ・植え替え、キッズ農園での草取り・水遣り等、花

や緑に興味のある方なら、初心者でも大歓迎です。 

最寄駅/ 地下鉄湊川公園             活動場所/湊川公園ガーデニング広場  

活動日時/毎週水曜・土曜 10：30～12：00（短時間・不定期でもＯＫ！）            

330 
認定ＮＰＯ法人 

フードバンク関西 

企業から寄贈される食品回収と福祉施設等への配送を担当していただける方を募集！ 

最寄駅/ＪＲ芦屋・阪神芦屋      活動場所/事務所及び阪神間      活動日時/

週 1 回あるいは隔週 1 回程度、昼前後の 3 時間位         交通費/1）法人車両

使用の場合：事務所までの交通費実費  2）個人の車両使用の場合：自宅を出てから

帰宅するまでの走行距離から算出されるガソリン代と高速代実費           

 

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 
  

 
〒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） 

障がいのある人もない人も共に働く職場とは？ 

いつの間にか紫陽花に沢

山の蕾がついています。あ

べのハルカスの「縁活」プ

ログラムで、ＮＰＯ主催の

母の日の絵手紙教室に参

加。気楽に参加でき、丁寧

に教えていただき、デパー

トで買物はしなくても、こん

ないい時間が過ごせると

は！（Ｓ） 

リレーエッセイ(103)「私の生きがいしごと」 

これからの人生に一抹の希望と不安を抱えながら、平成２５年３月に、１０年ぶりに九州から神戸

に帰ってきました。その足でさっそく就職活動をはじめましたが、年齢の壁という想像以上に大きな

障害を前にして焦りと不安は増していく一方でした。そんな時でした、インターネット検索をしていて

偶然にもワラビーのホームページを拝見したのです。さっそく、訪問してじっくり相談に乗ってもらう

ちに、絶望感の中に一筋の光を感じるようになってきました。 

現在の私は、ワラビーから紹介してもらったシオン城東営業所を通して、滋賀県JR守山駅前にある「セルバ守山防

災センター」に勤務しております。１８：３０～２２：３０の間、地下１階～地上１３階にあるマンションとテナントの皆様の

安全の保守。言い換えれば防災に関する業務を月に約１５日前後行っています。勤務時間は４時間ですが、通勤時

間が往復約３時間強の関係で勤務時間の割には、疲労度が大きいですが、勤務内容に誇りを持っております。 

若かりし頃、ある本で「翌檜
あすなろ

」について書かれている内容を読んだ事がありました。 「明日こそは、大きな大きなそ

して立派な檜の大木になろうと冬の風雪・夏の極暑に耐えながらその日を待って頑張っている檜の幼木が翌檜です」 

今年７３歳になりましたが、最後まで「翌檜の心」を忘れることなく、誇りを持っての人生を、と思っております。 

有限会社シオン 城東営業所 

 滝本 紀一さん （神戸市・７３才） 

ＣＢ事業所

説明会 

「障がいのある人とは接したことがないから、どうすればいいのか分からない」とお考えの方は少な 

くありません。しかし、多くの場合は、そのきっかけがないだけかもしれません。 

神戸市灘区にある王子公園と王子動物園で、就労の門戸が狭まりがちの高齢者、障がい者に職場

を提供しているのは、「ＮＰＯ法人神戸高齢者障がい者事業団」です。20 年前から兵庫県や神戸市、職安などとの協

議のもと、高齢者と障がい者の就労を支援する事業に取組んできた団体です。ここでは、経験豊富なシニアが障がい

者の見守りやサポートをしながら共に働いています。 

「障がいのある人と共に働くって？」「清掃の仕事って、経験ない私でもできるだろうか？」など、知りたい人もいらっ

しゃるかも知れません。経験や知識がなければ、不安や迷いが生じがちです。 

そこで、関心をお持ちでも、最初の一歩を迷っている方のために、実際の職場を見て、事業団の方から仕事内容を

お聞きする説明会を開催します。清掃業務を通したバリアフリーの働き方を知り、今後のお仕事選びの役に立てませ

んか？ご希望の方、興味のある方は、ぜひ気軽に参加ください。 

日 時   ６月１２日（木） ９：００～１０：００ 

場 所   王子動物園 （正面ゲート前集合）  

 （阪急王子公園駅より西へ３分・ＪＲ灘駅より北へ５分） 

参加費  無料 

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 

シニア対象！ 


