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ワラビー事業は、平成 16 年から 2 年間の予定で兵

庫県から委託を受けていますが、この 3 月末に 1 年目

が終わるため、それに先立つ2月22日(火)に中間事業

評価審査会が行われました。委託元が１年目の活動

状況を評価し、2 年目委託の可否を検討する会です。 

会場のひょうご女性交流館には、各界から選任され

た審査員、県の担当部署職員が着席、傍聴席には他

の「生きサポ」スタッフの姿もありました。冒頭で CS 神

戸の中村理事長が、受託母体の考え方、ワラビー活動

の理念・方針などを話し、次にワラビーの村上センター 

 

長が活動報告を行いました。続いて、県の指名により

出席された村上愛さん(起業)、橘麻里さん(就業)から、

受けた支援内容を説明していただきました。 

審査員の皆さんには興味深くお聞きいただき、質疑

応答は予定時間をオーバーするほどでした。また、今

後へのエールさえいただくことができました。 

審査の結果、おかげさまで来年度も継続して受託で

きることが決まりました。関係各位のご支援の賜物で

あり、スタッフ一同深く感謝しています｡ 

以下、当日説明したデータの一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度もワラビーはがんばります！ 
おかげさまで 中間審査を無事パス 

◆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。 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 
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◇ワラビー登録者プロフィール◇  2004/12/末現在 
 

· 登録者 252 人のうち男性 46％、女性 54％です。 

· 男性は、各年代におけるバラつきがあります。 

· 女性は、40 代～50 代が約半数を占めています。 

 

◇ワラビー利用者アンケート抜粋◇ 2004/12/末集計 
 

· 利用満足度は、「満足」と「どちらかといえば満足」

の合計が 68％を占めました。 

· 存在意義は、「価値がある」が 93％となりました。 



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。 
                             
Ｎｏ 求人団体者名 職 種 条件（勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他） 

B-80 （有）コメット 家事代行 

神戸市内～芦屋～西宮  経験不問、責任感ある方希望 

週に 2～5 回で応相談  1 日 3～5 時間程度 

時給 900 円（研修期間 1 ヶ月は 800 円）  求人数 4 人 

B-84 
特定非営利活動法人 

こぐまくらぶ 

登録ヘルパー 

ケアマネージャー 

神戸市垂水区西舞子（ＪＲ舞子よりバス５分） 

勤務日は応相談  1 日 2～5 時間勤務  時間給 1000～

1600 円（ﾍﾙﾊﾟｰ）、1400～1600 円(ｹｱﾏﾈ)  求人数 3 人 

B-85 
六甲アイランド 

わんぱく保育園 

保育士・看護師・幼稚園教諭 

（資格経験者優遇、子育て経験

者も可） 

六甲ライナーアイランドセンター駅  マイカー通勤 OK 

週 3 日程度応相談  7:30～9:00、18:00～20：00、土曜

9:00～17:00  時間給 700～900 円  求人数 3 人 

B-86 

社団法人 

長寿社会文化協会 

ひょうごＷＡＣ 

講座・研修の運営コーディネー

ト、申請書類の作成など 

神戸市兵庫区  自動車普通運転免許 

勤務形態は応相談  給与は能力・条件により要相談 

介護事業に関心があり、人との交渉が得意な方希望 

B-88 
医療法人明倫会 

宮地病院 
訪問介護業務 

最寄駅はＪＲ摂津本山  ヘルパー2 級以上 

月～土で応相談  8:30～17:00 の間で応相談 

時間給 1200～1600 円  求人数 3 人 

B-81 （株）アジェル 
電機の修理用部品の入出荷作

業（ピッキング業務） 

最寄駅は地下鉄総合運動公園  体力に自信のある方 

月～金曜日  9:00～17:30  交通費月額１万円まで 

時間給 850 円  雇用・労災保険あり  求人数 1 人 

B-94 

B-95 
明花電業（株） 営業事務 

小野市市場または淡路市野添 ＰＣワード・エクセル必須 

月～金曜日（月 1 回程度土曜勤務あり） 8：30～17：30 

給与月額 19.5～30 万円  求人数各地 1 人 

 
 
 
 
Ｎｏ お名前 こんな仕事をさがしています ひとことメッセージ 

157 Ｅさん（女性・24 歳） 児童福祉の仕事 ボランティア活動を継続しながら働ける職場を希望 

158 Ｍさん（女性・61 歳） ヘルパー 実務経験はありませんが、訪問看護もいといません 

164 Ｏさん（男性・57 歳） パソコンインストラクター 収入より生きがいを優先、自然観察会活動参加者です 

166 Ｓさん（男性・65 歳） 和菓子の製造 長年の経験を生かせる、有償ボランティアを希望 

169 Ｎさん（男性・36 歳） 体を動かす長期の仕事 建築資材の営業・フリーライター経験、ＮＰＯに興味あり 

 
 

 
                            
Ｎｏ お名前 事業内容 実施地域 ひとことメッセージ 

55 Ｙさん（66 歳） 地域美化を目指した園芸 須磨区 仲間に恵まれており、ＮＰＯ法人の設立が目標 

56 Ｓさん(57 歳） 高齢者サロン 宝塚市 地域の仕事として、自宅開放型サロン開設予定 

60 Ｓさん(68 歳) 自分史の作成代行 西区 パソコン技法を駆使して、あなたの歴史を記録します 

62 Ｋさん(31 歳) アロマテラピーサロン 明石市 引きこもり、摂食障害等のカウンセリングに関心あり 

63 Ｙさん(33 歳) ３Ｄで試作品をつくる 東灘区 コンピューターグラフィックの経験を生かし独立を検討  

こここ んんん ななな 人人人 ををを 求求求 めめめ ててて いいい ままま すすす    

起起起 業業業 情情情 報報報    

こここ んんん ななな 仕仕仕 事事事 ややや 職職職 場場場 ををを さささ ががが ししし ててて いいい ままま すすす    
就業先をお世話いただける方は、 
ワラビーまでご連絡を！ 

ご自身も起業を考えるなど、ご興味がある方はワラビーまでご連絡ください。 



 
 
 

― 女性パワー炸裂、人生観さえ変えたサロン ― 
 

2 月 19 日（土）、会員 7 万人を擁する㈱キャリア･マム社長の堤香苗さんを東京から招き、女性起業サロンを開催しまし

た｡神戸出身の堤さんは育児にも忙しいママさん社長で、起業家、経営者、そして 1 人の母親としての思いや、起業を志

向する人たちへのアドバイスなどを熱っぽく、しかもユーモラスに語っていただきました。 

20 名の参加者は堤さんの情熱に触発され、講演後の交流会は談論風発、異様（？）な熱気を帯びていました。閉会予

定時間を 2 時間過ぎても席を立たない人が多く、「参加者して人生観が変わった」という声も何人かから聞かれました。 

 その 1 人の O さんは、お金のために働くことと心が充足できる働

きかたの差の大きさを思い知ったそうです。「自分の人生の根幹を

見つけることができた。その思いをどう実現できるか、これからチャ

レンジしたい」と目を輝かせていらっしゃいました。K さんは交流会

の話題の中で、社会の厳しい現実を知ったそうです。「起業を考え

つつ、現在の仕事をもっと頑張るぞ！」と話されていました。 

「こんな会ならまた参加したいので、似た企画があれば知らせて

ほしい」という声が多々ありました。今回のサロンが女性起業家輩

出のきっかけになれば嬉しいことですが、参加者の気付きという点

でも特筆すべきものがあったと言えます。これからもこうした効果

的なサロンをどんどん企画していきたいと考えています。             （中央、手を上げて熱弁をふるっているのが堤さん） 

 
 
 
 
 

 

「ＮＰＯで食べていけるんですか?」―本音で語る若者たち―  
 「NPO や NGO で働くってどんな感じ？」、「実際に働いている同世代の人の本音を聞いてみたい！」・・・そんな声にお答

えし、去る 2 月 27 日（日）に『若手・中堅スタッフに聞く、仕事としての NPO・NGO』を開催しました。 

障害者福祉・多文化共生・フリースクールをキーワードに、（特）かめのすけから清田仁之さん、（特）多文化共生センタ

ーから北村広美さん、（特）ふぉーらいふから矢野良晃さんの 3 名をゲストとしてお迎えしました。団体の活動内容から日

頃の苦労話、なぜ NPO・NGO を仕事として選んだのかということまで、幅広くお話しいただきました。 

『本音を聞く！一問一答コーナー』で最も多かったのが、「一番

のやりがいは何ですか」という本質的な質問と、「ほんとに食べ

ていけるんですか」という金銭的な質問。ゲストのお三方には、

少々生々しい（？）現実も含めて、現場でのナマの声を大いに語

っていただきました。 

活動内容や価値観は三者三様といった感じでしたが、共通し

ていたのは「NPO・NGO 活動にかける熱い想い」であり、その真

摯な想いが耳を傾ける若者たちの心を打ったようでした。女性起

業サロン同様、「同じような企画があればまた参加したい！」との

声も聞かれたのは嬉しいことでした。是非また第二弾を・・・ と考 

（参加者 23 人のうち多数派は 20 代）                えています。乞うご期待！ 

 

女女女性性性起起起業業業サササロロロンンンのののごごご報報報告告告   

若若若者者者交交交流流流サササロロロンンンのののごごご報報報告告告   



 
 
 

「推拿（すいな）」は、中国では鍼灸や漢方と並ぶ三大療法のひとつで、東洋医学の理論に基づき体調を調和

させる優れた技法ですと語るのは東灘区在住の時元博幸さん(36才)。 

時元さんは、日本に推拿を広めた先がけ的存在の王氷玉先生に師事し、数年間この療法技術を学びました。昨秋

ワラビーの起業相談に来られて以来、店舗を探すなど起業に向けての努力を重ね、このほど王先生の協力を得て、

ＪＲ神戸駅前に技法習得の養成スクールも併設した「推拿堂」開業の運びとなりました。 

技術取得から晴れて起業までの経緯、苦労話や行動の実際をお聞きするのは、起業に限らず、何かことを起こ

そうと考える人にとってプラスになることが多いと思われます。時元さんは、昨年 11 月に開催した起業サロン

（ゲストは村上愛さん）で大きな元気をもらったそうです。今度も、時元さんに元気をもらえる人が多いことを

願って、下記によりＣＢサロンを開催しますので、奮ってご参加ください。 

日 時------ ４月２３日（土）１６：３０～１８：３０ 

集合場所---- 生きがいしごとサポートセンター神戸東 

参加費------ ５００円（茶菓代）  

定 員------ ２０名 （受付け順） 

※まずは、お電話下さい！ 078-841-0387 担当：梅木 

 
                 
                 

◆２月の業務報告 
■来場者数  197 人 ■新規求職者数   20 人 ■有償ボランティア成立者数   1 人 

■面接者数   66 人 ■新規求人数    209 人 ■無償ボランティア成立者数  11 人 

■相談者数  235 人 ■就職成立者数    2 人 ■起業団体数 0 件 

 
              

  
●『ちょこボラ！』  （藤原 千尋 著、アメーバーブックス、2004 年 12 月発行、1155 円） 

   ほんの「ちょこっと」の気持ちがあれば始められる、続けられるボランティアの世界をのぞいてみませんか！ 

 
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」（TEL 078-367-4470）、「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。 
   

ワワワ ラララ ビビビ ーーー 速速速 報報報    

新新新 着着着 図図図 書書書    

ＣＣＣＢＢＢサササロロロンンン「「「推推推拿拿拿堂堂堂開開開店店店」」」   開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ   




