生きがいしごとサポートセンター神戸東

第 ６ 号

2005 年１月 25 日発行

発行人：村上 義弘

編集人：島田 育子

生 きがいしごとサポートセンター神 戸 東
〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町 2-13-1 森田ビル 3F
TEL 078-841-0387
◆本事業は財団法人阪神・淡路大震災復興基金を財源とする事業で、NPO
法人コミュニティ・サポートセンター神戸が委託を受けて実施しています。

FAX 078-841-0312

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

4 つの 生 きサポ はそれぞれ個 性 的
―『震災 10 年

市民とＮＧＯの『防災』国際フォーラム』から―

阪神・淡路大震災から 10 年の歳月が経過しました。

能」という見解が主流の中、ワラビーの説明は次のとお

いまだ被災地にはさまざまな課題が山積し、また新た

りです。「全ての仕事は、無償ボランティアと 滅私奉

な大災害も発生する中、ＮＰＯやＮＧＯの活動が期待を

公

集めています。

『生きがいしごと』は無償ボランティア側、つまり収入が

の両極端の間にある。両極間の収入差は大きく、

昨年 12 月 10 日〜11 日、神戸市勤労会館で表題のフ

少ない方に偏るかも知れない。ただ、その分『生きが

ォーラムが開催されました。震災から得られた貴重な

い』という心の収入が得られる。」実際ワラビーでは、無

経験を振り返り、被災地のみならず全国そして世界へ

償ボランティアや仲間づくりも「生きがいしごと」と考え、

向けて発信することを目指す催しです。兵庫県の委託

求人票を受け付けています。

事業である「生きがいしごとサポートセンター」は、被災
地に新しい働き方を創出することを目的に始められた
経緯から、フォーラム分科会の一つを分担しました。

県の委託という公的事業であるにも拘らず、考え方
に多様性があることを浮き彫りにしたトークでした。
共通した課題や悩みも話し合われました。希望する

分科会のテーマは「もうひとつの働き方」で、県下 4

仕事とのマッチングの難しさ、ＮＰＯやコミュニティ・ビジ

拠点のセンター責任者によるパネルトークでした。4 人

ネスへの認知度の低さ、ニートへの対応など衰退社会

の責任者が一堂に会して熱っぽく語る中で、各センタ

における役割、人生相談的な来訪と本来ミッションとの

ーの「個性」が明瞭になっていきました。

兼ね合いなど話題は尽きません。いずれも容易に解決

神戸西(わーす)は、ＮＰＯで働きたい人を雇用でき

されるものではなく、地道な努力が必要な課題ばかり

るＮＰＯを作ることを主眼とし、就業もほぼＮＰＯとコミュ

ですが、こういう課題を一つひとつ解決していくことが、

ニティ･ビジネスに絞っています。阪神(ＣＤＣ)からは、

さらに市民に貢献できるための筋道につながるとも言

起業にウェイトをかける一方、就業は目先のことより安

えます。

定的な雇用をガイドしているという説明がありました。
播磨は、「地域柄、求人は少なく、まず働く場を作りた
い。ＮＰＯの運営支援に重点を置いている」そうです。
ワラビー・村上センター長の説明は、少し毛色が変わっ
ていました。「『生きがい』は人さまざまであり、その個
別ニーズ全てを受け止めたい。起業支援はもちろん、
とにかく仕事がほしい人には、中身は吟味するが一般
企業も含めて適職を探す。」
「生きがいしごと」と収入の両立についても議論が沸
きました。他センターからの「両立すべき」、「両立は可

写真提供：市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム事務局

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
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B-58

求人団体者名

職 種

NPO 法人コミュニティ・サ
ポートセンター神戸

B-63

ます。求人票のご送付、大歓迎です。

(略称 CS 神戸)

条件（勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他）

都市公団関連「彩都まちづく

地下鉄御堂筋線千里中央駅から阪急バス（直通）

り館」基本業務

週 3~5 日のシフト制 10:00〜17:00

市民参加型

コミュニティ形成全般業務

時給 800 円

公共施設管理及び地域との交

最寄駅は阪神魚崎駅 ローテーション勤務

流活動責任者・担当者

給与は、面談の上決定
最寄駅は JR 六甲道

（株）神戸介護ケアウイ
B-67

ング デイサービス

ケアマネージャー

ローテーション勤務 週休２日
月給 20 万円〜

ケアウイング六甲

ｺｰﾌﾟ尼崎近松、ｺｰﾌﾟﾘﾋﾞﾝｸﾞ甲南、ｺｰﾌﾟ姫路田寺ほか
B-64

生活協同組合

薬の相談、ＯＴＣ商品のコン

【契約職員】営業時間内で 1 日 7 時間 30 分のシフト

コープこうべ

サルティング販売

勤務 29 万 5 千円/月〜
【パート】1 日 4 時間程度 時給 1,285 円~

B-65

B-59
B-60

合資会社
はるかケアサービス

(有)ヴィルツオッソ

デイサービス

最寄駅は阪急王子公園 勤務日は応相談

食事提供・介助、ヘルパー

勤 務 は 8:30~17:30

看護師

1,200~1,500 円)

販売スタッフ

ダイエー甲子園店内またはコープこうべシーア 2Ｆ

(KUMIKYOKU,SIS & DEUX23 区)

勤務日・時間は応相談 時給 800 円~1000 円

時 給 800~900 円 ( 看 護 師

● すべての問合せは、生きがいしごとサポートセンター神戸東（愛称：ワラビー）まで。℡：078‑
841‑
0387
● 既に就業が成立した場合はご了承ください。
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こんな仕事をさがしています

ひとことコメント

Ｎさん（女性・５７歳）

パティシエ又はパタンナー

一生できる仕事を希望します

Ｓさん（女性・２６歳）

事務または経理事務

簿記２級勉強中

Ａさん（男性・５５歳）

できることなら何でも

午後勤務で、週５日位の勤務を希望します

Ｆさん（女性・５４歳）

人事・総務・経理業務

正社員又は、契約社員を希望します

Ｎさん（男性・２６歳）

ＮＰＯでの就労希望

就業に悩む若者支援に取組みたい

起
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お名前

事業内容

実施地域

①

Ｋさん

和裁の生地を使っての小物販売

②

Ｎさん

電力供給管理システム

③

Ｓさん

チーズケーキのお店

東灘区

２号店をつくりたい

④

Ｋさん

デイケアサービス

中央区

家庭的なケアを目指したい

⑤

Ｓさん

てんぷら油で車を走らせる会

尼崎市

廃油の再利用をめざす

明石市
堺市

メッセージ
インターネットで通信販売をしたい
防災対策として利用して頂きたい
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コミュニティ・ビジネス・フォーラム

「ＮＰＯがつくるもうひとつの働き方」
―夢と情熱でぬくもりある市民社会の実現を―
前号でもお知らせしましたが、県下 4 ヵ所の「生きがいしごとサポートセンター」共催フォーラムが近づいてきました。メ
インメニューは、コミュニティ・ビジネスを立ち上げた起業家の皆さんによるプレゼンテーションです。各センターが立ち
上げを支援した 7 団体から、活動に取り組んだ思いや地域社会の課題解決のために貢献している現状が発表されま
す。
ワラビーからの推薦は、下記の２団体です。ぜひ多くの皆さんのご参加をお待ちします。なお、日時・場所など詳細に
ついては、別紙をご参照ください。
① ＮＰＯ法人（認証申請中） 颯爽ＪＡＰＡＮ ＜ホームページ http://sasso.info/＞
前身であるよさこいチーム「KinKi 颯爽」は、1999 年に結成されました｡たかが踊り、され
ど踊り。踊ることによって得られる自己解放は、相互理解、感動体験の世界にいざない
ます。日本各地はもとより国際的にも、心の通った真の交流活動に邁進してきたチーム
が、満を持して、今回ＮＰＯ法人化の手続きを進めています。
市民と行政の協働の先駆である「よさこい」の歴史を織り交ぜながら、なぜ、今、NPO な
のか？「颯爽ＪＡＰＡＮ」のミッションは？などを、代表の小城有佳さんにお話しいただき
ます。
② 合資会社 はるかケアサービス
平成 13 年 2 月、ＮＰＯ法人「巡回映画サークル」を立ち上げた木下茂樹さんは、映画上映による
回想法を取り入れた痴呆性高齢者向けの「あったか多機能デイサービスはるか」を今年 2 月 1 日
にオープンします。
在宅支援事業の立ち上げに取り組んでから実際にスタートさせるまで約 3 年間、積もる苦労話も
交えながら、地域トータルケア実践への熱い思いを語っていただきます。
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去る 1 月 13 日（日）、「若者交流サロン」を開催しました。
ワラビー相談者や、ゼミナール受講者など、NPO への
就業や起業に何らかの興味・関心がある若者を対象
に、ネットワークづくりや情報交換の場を提供しよう、と
いう趣旨で企画しました。
知らない者同士ということもあり、緊張気味の雰囲気
の中で始まりましたが、年齢が近いということもあり、
徐々に話が盛り上がり、終了予定時刻を過ぎても交流
が続いていました。
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「何かのきっかけさえあれば…」などとお悩み中の女性のための交流サロンです。ご自身の感性で自分の天職を
創出してみませんか？市民社会・地域社会では女性のパワーに期待がかかります。自立への道を一歩ふみだして
みませんか。 主婦をキーワードに多角的事業を展開し大活躍中の神戸出身女性起業家を囲んで、志ある皆さん
と思いのたけを話し合いましょう。
日時 : 2 月 19 日(土)13:30〜16:00
場所 : 生きがいしごとサポートセンター神戸東(JR 住吉駅北西すぐ)
ゲスト: 堤 香苗さん [㈱キャリア・マム代表]
会費 : 500 円
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◆１２月の業務報告
■来場者数 263 人

■新規求職者数 17 人

■有償ボランティア成立者数 2 人

■面接者数 100 人

■新規求人数

■無償ボランティア成立者数 2 人

■相談者数 278 件

■就職成立者数

14 人
2人

■起業団体数 3 件（従事者数 25 人）
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●『阪神・淡路大震災１０年』−新しい市民社会のために―
（柳田 邦男編、岩波新書、2004 年 12 月発行、735 円）
●『３日でマスターできる・コミュニティ・ビジネス起業マニュアル』
（細内 信孝・鵜飼 修著、ぎょうせい、2003 年 11 月 24 日発行、1238 円）
●『実践！NPO の会計・税務』−NPO の基礎・日常経理・税務の理解から一歩進んだ決算書の作成へ−
（岩永 清滋・水谷 綾著、社会福祉法人 大阪ボランティア協会、筒井書房、2310 円）

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‑
0051
神戸市東灘区住吉本町２―１３―１ 森田ビル３階
（ＪＲ神戸線「住吉」駅北西すぐ）
ＴＥＬ：０７８―８４１−０３８７
開室日：火曜日〜土曜日（日・月・祝休み）
開室時間：１０：００〜１９：００
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
「神戸東」以外にも３団体が「生きがいしごとサポートセンター」事業を実施
しています。「神戸西」（Tel８-367-4470）、「阪神」（TEL 0797-87-4350）、
「播磨」（TEL 0792-24-8900）。お気軽にお近くのセンターへご来場・お問
合せください。

