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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。

ご報告

TEL 078-841-0387

FAX 078-841-0312

E-mail ⇒ info@cs-wallaby.com
URL⇒ http://www.cs-wallaby.com

ひょうごコミュニティ・ビジネス１Ｄａｙスクール

バラエティに富んだ楽しい“授業”
７月 13 日（日）、神戸クリスタルタワーにおいて、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
で「ひょうごコミュニティ・ビジネス１Ｄａｙスクール」を開催、コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）に関心ある参加者で賑わいました。
例年は、ＣＢフォーラムとして講演を主体に実施してきましたが、今年はＣＢの実際をより深く学べることを目的として、
福祉、子育て、まちづくりなど、テーマ別にパネルディスカッションの形態で実施しました。
パネリストとして起業家 11 名にお集まりいただき、丸１日たっぷりとＣＢに関する“授
業”が繰り広げられました。参加者からは、「バラエティに富んだ内容で楽しく聴けた」
「思いに感動した」などの感想が寄せられ、理解が深まったと好評でした。さらに、各
授業時間のあと、パネリストを囲んでの交流会も行い、「より詳細な情報が聞けた」
「同分野で活動したい参加者同士の情報交換が有益だった」との声もありました。
以下、４時間目までの概要を収録します。なお、５時間目は、日本政策金融公庫に

会場ロビーの情報コーナー

よる資金調達に関する“講義”でした。
1 時間目

ました。そして辿り着いた

(10:00～11:20)

のが、自宅ではないもう

「高齢社会を共に支える」
訪問美容ミュウ

牧 二郎さん

一つの家、終末期までの

ＮＰＯ法人ほほ笑の森

梅原 智恵美さん

ケア付き「ホームホスピ

牧さんは、外出が困難な高齢者を訪ねる美容師として開 ス」の開設でした。
この「思い」を数字にして事業計画を考えるのは苦労し
業６年目です。お兄さんが障がい者であること、神戸の町
は坂が多いし、階段を上れないなど外出が困難な高齢者 ましたが、良い仲間に恵まれ、入居者とスタッフが一緒に
は美容室に行くことはできません。美容サロンに勤めている 笑っている姿を見て、起業してよかったと思っています。
自分にできることはないかという思いが、訪問美容の起業
を発想したきっかけでした。
無店舗なので立上げ資金は少なかったものの、外に出な

入居が定員の６名に達しているため、９月には２軒目を
オープンの予定で、大忙しだそうです。
起業を志す人に贈る言葉として、牧さんからは「どんな

い人が顧客だから、町を歩いていて偶然立ち寄ることもな 社会にするか。社会での役割をしっかり持つ」、梅原さん
く、利用者の獲得は苦労したそうです。今では訪問先が大 からは「まず動く。行動する」が提言されました。
阪まで広がり、スタッフ６人を擁する事業になりました。お客

パネリストとしてもう一人、ＮＰＯひまわり会の入江一恵

の９割はリピーターで、その皆さんから感謝されるのが嬉し さんを予定していましたが、残念ながらご欠席でした。
ＮＰＯひまわり会は、食堂運営、独居高齢者などへの
く、やりがいを感じています。
梅原さんは看護師として、延命治療など過剰な医療を施

配食サービス、男性料理教室などの活動をしています。

される悲惨な高齢者の死を多く見てきました。これでよいの

10 年前にスタートし、現在平均年齢がほぼ 70 歳、という

か、何か方法はないのかと悩みを抱え込み、病院を退職し

元気高齢者による活動です。

ご報告
その２

ひょうごコミュニティ・ビジネス

１Ｄａｙスクール

(11:30～12:50)

動に燃える建築士兼お坊さん。いま最も力を入れている

「わたしの地域を盛り上げる」

のが古民家を利用してのカフェや各種店舗の雑居、カフェ

２時間目

NPO 法人ゆうゆう加古っち

西川 嘉紀さん

でのイベントの考案・演出というユニークな CB です。

竹田劇場

松本 智翔さん

「事業を頻繁にやり、達成までに次の事業を展開するの

株式会社フロッグハウス

清水 大介さん

で金銭面で苦労する。しかし楽しい」とのこと。苦労が実

西川さんたちは、加古大池公園の管理をしています。自治

り、町の活性化が実現することが期待されます。

会長の集まりからスタートした団体です。企業・行政のアウト

清水さんは、シェアハウスを運営しています。ゲストハウ

ソーシングで仕事を受けて細分化し、マニュアル化して誰も

スを目指したものの、観光客の減少で方向転換しました。

が参加できるようにしたいと考えています。

リフォームの依頼など、事業幅が増えています。「若い人

今では安定した運営ができていますが、最も苦労したの
は、目的の達成のために事業に参加してくれる人を集める
ことだったと言います。平均年齢 68 歳で、各人のキャリア、
強みに応じた活動をしてもらえているとのことでした。
松本さんは、竹田城で有名な地元の様々なまちづくり活

ます。「自分がまず動かないとダメ。実績を作ることで歯車
が回ってきた」そうです。

窮児童宅への学生派遣」などです。
渡 剛さん
西森 由美子さん

和田さんは、「笑って子育てを楽しむお父さんを増やすこ
とで地域を元気にしたい」と活動を始めた主夫。仲間を探し
て６人でスタート、「父親向けセミナー」「親子で楽しめるイベ
ント」「社会問題解決を目指すフォーラム」が３本柱です。
イクメンが流行語になるなど時流も幸いし、周りのネットワ
ークのおかげもあって、行政や企業からの委託など事業が
増えました。ただ、委託を受ける際には、これはミッションに
つながるか？と考えることが必要、との思いがあります。
渡さんは、自らの経験から、大学時代に立ち上げた一人
４時間目

現在、スタッフが 20 名ぐらいで、順調に業績が伸びてい

半額の学習塾」「出張による学習支援」「不登校・生活困

「こどもいきいき、わたしもいきいき」

NPO 法人ウィズネイチャー

生まれる」と、CB としての視点も披露されました。

親家庭の子の支援活動を展開しています。「一人親家庭

３時間目 (13:00～14:20)

NPO 法人あっとすくーる

好みの部屋に改装すれば、そこに若い人のコミュニティが

(14：30～15:50)

学校をエスケープする中学生も渡さんにはなつくそうで、
学校に居場所がない子たちのより所として学習機会を提
供できることにやりがいを感じています。子どもたちが前
向きに進路選択できるようになることが目標です。
西森さんは、ＮＰＯ制度以前からアウトドア活動に取り
組んできました。親子で楽しめるアウトドアのプログラムと
身近な子育て情報のポータルサイトが活動の柱です。
国の子育て支援策が盛んになってきても、ＮＰＯの活動
支援までは行き渡らず、資金面は苦しいそうです。
苦労は多くても、子どもの笑顔やお母さんの感謝の言葉
を聞くと、継続への意欲がわくと話されていました。
上げた「神戸オレンジの会」の二代目理事長です。設立当時

「ユニバーサル社会を実現する」

から継続して「親の会活動」「居場所」「講演会」を実施。10 年

ＮＰＯ法人ともにいきる宝塚

山下 峰幸さん

後に、行政からの相談機関の受託をし、専門家の支援もあり

ＮＰＯ法人神戸オレンジの会

藤本 圭光さん

ます。

ＮＰＯ法人月と風と

清田 仁之さん

当事者だけで法人運営は難しい、ということで理事長を引

山下さんは、宝塚で起きた事件をきっかけに NPO を設立 き受けました。彼らの応援団として、地域に開かれた形を目
し、地域の外国人労働者の子どもたちの居場所として「きず 指すなど、新たな取り組みもしています。
なの家」を始めました。宝塚市の委託事業ですが、条件が

清田さんの事業の目的は脱孤立。障がい福祉サービスと、

厳しく、赤字続きを、寄付を頼りにつないできました。活動の 生きる楽しみを得られるためにヒトリボッチジャナイプロジェク
成果が地域に認められたこともあり、４年目の今年、契約内 トをしています。例えば、地域の人たちがいっしょにお風呂に
容も改められて赤字解消のめども立ちました。在日外国人 入るイベント。
の子どもだけでなく、日本人の子どもや地域の高齢者も集う
地域の居場所となっています。
藤本さんは、ひきこもりがちな子どもを持つ親たちで立ち

収益性はなくても、０を１にするのが NPO の醍醐味。ただ
し、全部自分たちだけでしようとせず、いろんな人に声を掛
け、関わってもらえるように仕掛けています。

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。

お仕事情報！
No

2651

求人団体名

職

種

条件(最寄駅／勤務日時／給与／交通費／その他)

企画制作スタッ

人と接することが好きな方、ダンスに興味のある方、お待ちしています！

NPO 法人

フ、広報スタッ

最寄駅/JR 新長田駅

DANCE BOX

フ、事務スタッフ
（パート）

経験・能力/人が好きな方

勤務日/企画制作ス

タッフ：週 4 日以上、広報スタッフ・事務スタッフ：週 3 日以上
相談

給与/時給 850 円～

交通費/実費

勤務時間/応

試用期間/1 ヶ月

障がい児対象の児童デイサービスにおける保育をお願いします。
最寄駅/阪神電車石屋川駅
2655

2656

NPO 法人
ホザナ・ハウス

児童デイ
サービススタッフ

経験・能力/不問（保育士資格あれば尚良）

勤務日時/月～土の中で応相談、14:00～18:00（応相談）
円～

給与/時給 850

交通費/実費（上限 1,000 円/日） 社会保険/労災、雇用、社会保険

（パート）

（勤務時間に応じて）

株式会社 ジャパン・

調理補助

ウェルネス・サービス

（パート）

高齢者福祉施設での調理補助のお仕事です！
最寄駅/ 阪神 打出 駅
資格/ 不問
勤 務日/ 応相 談
勤務時間（シフト制）/1）6:30～12:00 2）9:00～15:00 3）6:30～15:00 給与/時
給 830 円～
交通費/実費
社会保険/労災、雇用、社会保険
（勤務時間に応じて）
備考/土日は 13:00～19:30 のシフトも有り

試用期間/1 ヶ月（同額）

学童保育で子どもたちのお世話や付き添いに関わってみたい方、お待ちして
います！
最寄駅/阪神魚崎駅
2659

学童保育所

学童保育指導員

魚崎ピノキオクラブ

（パート）

れば尚良）

経験・能力/子どもと関わることが好きな人（経験あ

勤務日時/月曜～土曜（土曜日は月２回ほど） 1)15:00～

18:30 2)10:00～18:30（土曜日、小学校長期休暇時）
800 円

交通費/実費（上限 8,000 円／月）

給与/時給
社会保険/雇用、労災

試用期間/3 ヶ月間（同条件）
神戸なごみの家入居者へのヘルパー業務をお願いします。
最寄駅/神戸市バス 4 系統「ひばりがおか」
2661

NPO 法人

ヘルパー業務

神戸なごみの家

（正職員、
パート）

准看護師又は看護師
～18:00

資格/ヘルパー2 級以上、

勤務日時/週 3～5 日（ご希望に沿います）、 9:00

給与/時給 800 円 交通費/実費（上限 1,000 円/日） 社会保

険/試用期間終了後加入

試用期間/1 ヶ月

備考/当直勤務が週 1

回程度あります（17:00～翌 9:00、仮眠できます）

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！

ボランティア募集！
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)
①親子講座でのお手伝い（保育等）、②発達の気になる子どもたちの療育支援（あそび、

334

一般社団法人子育て園
ぽかぽか

お散歩）をしてくださる方を募集しています！
最寄駅/阪急西宮北口

活動日時/①親子講座: 8/30（土）、11/29（土） 10 時～12

時、2015 年 1/24（土） 10:30～13:30 ②発達の気になる子どもたちの支援 平日 9 時～
18 時の間の希望時間

NPO 法人ゆうネット
337

就労継続支援 B 型
ボンクール

軽度知的障がいのある方の軽作業のお手伝いをお願いします。
最寄駅/阪急・阪神電車今津駅
い日時

交通費/実費

職員登用あり

活動日時/月～金 9 時～16 時の中でご都合の良
有償ボランティア（要相談）

「誰でも分かるやさしい経理」

初心者限定！

開催のお知らせ

「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。
地域から信頼される団体になるためにも、就職の可能性を広げるためにも、経理の基礎知識はとても役に立ちま
す。実際の場面を想定した演習で、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。ぜひご参加ください。
開催日

時 間

テーマ

内容・特徴

９月 20 日

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

（土）

②15：10～16：40

勘定科目と集計（1）

お金の流れを書類に記帳

９月 27 日

③13：30～15：00

勘定科目と集計（2）

決算の前段階の作業

（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
会
場
参 加 費
定
員

村上 義弘 （ワラビー専門相談員）
生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）
まずはお電話ください！
4,000 円 （ ①～④ の 4 講座分 ）
078-841-0387
当日、電卓をお持ちください。
20 名 （受付順）
担当：瀬光（せみ
つ）

リレーエッセイ(104)「私の生きがいしごと」

てくてくウォーキングの輪サロン

河内 恵さん （三田市・６２才）

私は、10 年前から人工股関節で、障がい等級は第 4 級です。定年退職を機に、自分の経験を生
かした、私にとっての「生きがいしごと」を、新たにスタートすることができました。
人工股関節手術後、杖を頼りに、びっこで通勤していた翌年、JR 尼崎の脱線事故があり、片道 3
時間必要になりました。やがて腰痛で歩行困難になり、医師もお手上げでした。治療を諦めている
ときに「構造医学」を知り、車椅子にならないため、構造医学による治療と、歪みを取る生理歩行を
10 年間続けました。痛くても冷やしながら、正しい姿勢で毎日 40 分、１万歩を目標に歩いたので
す。
その結果、おかげさまで杖もびっこも無くなり回復しました。構造医学のセミナーに 5 年間通って、自然治癒力の素
晴らしさを知り、地域で困っている人に自分の体験を役立てたいと思うようになりました。と言っても不安が多かったの
ですが、ワラビーに相談に行き、実際に始めようと思う気持ちが強くなりました。
今年 4 月に、「てくてくウォーキングの輪サロン」をオープンすることができました。現在サロンでは、治療と正しい姿
勢での歩き方、日常生活での正しい姿勢、痛みがあるところを氷水で冷やすこと、歪みを無くするための 2 本杖歩行
等をやっています。1 人で 2 本杖歩行の出来ない方には一緒に歩いて指導します。今後は、セミナーや団体、高齢者
対象の 2 本杖歩行普及に力を入れ、歪みを解消することで、健康寿命を延ばすために役立ちたいと思います。
★ ９/６（土）14 時～講座「誰でも分かる法人格」を開催します。参加ご希望の方はワラビーまでお問い合わせください★
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

ワラビー（東灘区役所の西隣）

シーア

ＪＲ住吉
本住吉
神社

２

東灘区役所

〶

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

「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。

編集後記
７月より勤務を開始しまし
た山村と申します。新米職
員として日々勉強させてい
ただいています。相談者の
皆様の想いに寄り添い、相
談してよかったと言ってい
ただけるような職員になり
たいです。よろしくお願いい
たします。

