生きがいしごとサポートセンター神戸東

第 9 号

2005 年 4 月 25 日発行

発行人：村上 義弘

編集人：菅 祥明

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

真の「生きがいしごと」探索 ２ラウンド目へ
― 目指せ！ 充実度アップ！
４月、新年度がスタートし、ワラビーは２年度目を迎

―

４．合同フォーラムの開催

えました｡前年にも増して多くの方々に、真の「生きがい

昨年度の合同フォーラムは、県内４ヵ所の生きが

しごと」と出会って喜んでいただくため、さらにブラッシュ

いしごとサポートセンターの協働により、大成功裡

アップした活動に取り組みます｡

に開催できました。今年度は、生きがいしごとサポ
ートセンターが１ヵ所増え５ヵ所になりましたが、さ

１．相談活動の充実

らに力を合わせて魅力あるイベントに組み立て、

１年度目は、無我夢中で試行錯誤しつつ、精一杯

新しい働き方の追求に役立てたいと思います。

の工夫・努力をしながら進めて来た感があります。
ゴルフで言えば１ラウンド目を終えた後の今年度、

◆実務講習会

自らのプレーを振り返りつつ質向上を図ります。

コース
プチビジネスオーナーの
実務

起業・就業成立案件の蓄積経験が、そのことを後
押ししてくれます。また、地域での知名度がアップ
し、相談者や求人票の増加などに好ましい影響が

経理初心者コース
初めてのパソコン

出ることを期待しています。
２．実務講習会・ゼミナールの企画
職務能力の開発を目指す実務講習会は、新企画
を盛り込み、メニューを大幅に変えます。概要は右
表のとおりですが、詳細は追ってお知らせします。

パソコンで作る広報ツー
ル
福祉のしごとはじめ
農林業の手ほどき

スムーズな起業と順調な運営への知識とスキル
が学べるゼミナールの基本メニューは、ほぼ昨年

◆ゼミナール
コース

度を踏襲します。参加者の評価を参考にし、より
具体的に使える内容にしていきます。

立ち上げコース

３．サロンの活発化
前年度は、各種のサロンを開催し好評を博しまし
た。サロンでは、ゲスト・トークを受けて、参加者同
士がリラックスした雰囲気の中で交流しながら、テ

運営コース

ーマについて話し合います。新たな気づき、着想
が得られ、仲間づくりにも役立ちます。
今年度は、いっそうの活発化を考えています。

内容
小規模事業の運営責任者に
必要な知識・スキルが学べる
経理担当者の初歩的な実務
が分かりやすく習得できる
初めてパソコンにふれる人が
使い方の基本を学べる
チラシ・パンフレット類作成の
コツを掴み広報上手になれる
福祉に関心ある方にとって仕
事の実際を知ることができる
実作業を体験する中から農林
業を見直し就労の意義を学ぶ

新規参入コース(既存団
体の異分野参入)
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内容
コミュニティ･ビジネスの理解
ニーズとシーズのマッチング
地域調査の実際
プランニングのあり方
立ち上げへの実務
マーケティング
会計・経理の実務
NPO 組織マネジメント
地域連携のあり方
実践事例の研究
上記から自団体に必要なテー
マを選べるオプションコース
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参加した皆さんの感想は、「農林業っていいなー！」
３月 26 日（土）、くっきり晴れ上がった青空のもと、丹波市氷上町の農家民宿「手作り工房おかだ」に１台のワゴン車が
到着しました。神戸から舞鶴自動車道を走って来た農林業憧れ組７人衆の研修開始です。
脱サラで奥さんの実家にＩターンし、自家野菜を通して都会人に農を伝える岡田洋さん（60 才）のお話に耳を傾け、その
後は妻のかよ子さんの手料理に舌鼓。新鮮さとはこんなに美味しいものということを改めて教えられた「食育」の場です。
次いで、農山村生活をめざして伊丹市から移住した三輪邦興さん（55 才）の体当たり的田舎暮らしの体験談。村入り開
始から次第に地域に溶け込み、地元の仲間とともに企業組合「丹波の木こり」を立ち上げ、森林を資源とした事業を展開
していく三輪さんのお話は、広がる夢と発想で魅了されました。お二人の
お話の後は、田舎暮らしに密接した田畑や小川を見せていただいたり、
里山を案内していただいたりして、木々や自然とふれあいました。
帰途の車内では、感激した面持ちのメンバーが、口々に感想を語り合
いました。今までは単に憧れだけだった農林業が、身近な自分の将来展
望の一つとしてとらえられる満足度の高い研修になったようです。
加えて、「次回は是非実体験を！」という声もあり、スタッフもうれしい限
りです。今年度はより実践的な第２弾を予定していますので、ご興味をお
里山で、間伐材を利用したシイタケ栽培を見学

持ちの方は、どうぞご期待ください。
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起業情報は今後も掲載していきます。
自団体の掲載を希望される方は、ご連絡下さい。

廃校幼稚園を利用した「子育て広場」が発足
今年３月、「北区子育て支援センター」が、兵庫県知事によるＮＰＯ法人の認証を得ました。子どもたちの健全育成と健
全な家庭環境づくりをめざす団体で、主な事業内容は子育て広場や子どもの一時預かりなどです。
代表者は神戸市北区在住の竹村純一さん（56 才）で、昨年来ワラビーの相談やゼミナール、サロンなどに何度も足を
運んでいただきました。竹村さんは民生委員・児童委員の主任児童委員として、以前から地域の仲間の皆さんとともに子
どもたちの健全育成に努め、子育てサロン開設など地道な活動を続けてこられました。夜間にたむろしたり喫煙する少年
たちを見かけると声をかけて止めさせるなど、情熱的な行動派です。
行政にできない取り組みを「民」の力で担いたいという熱意が実り、廃校になった旧桜の宮幼稚園の施設を借り受けて
十分な広さの活動拠点が確保できました。このことが、ＮＰＯ立ち上げへの大きな推進力になったと言えます。
子育て広場は 0 才から就学前までの親子が自由に利用できるだけでなく、おじいちゃん・おばあちゃん、中・高・大学生
など世代間交流の場にもなっています。また中高生が自由に集まれるフ
リースペースも設け、新たな役割を得た施設は竹村さんの望みどおり、
「ふれあい・育てあい・学びあうサロン」として地域に根づきつつあります。
団体としては当面、活動資金や活動を手伝ってもらえるボランティアの
人の確保が課題だそうです。北区で子育て支援活動に興味がある方は、
問合せてみられてはいかがですか。
事務所所在地⇒神戸市北区泉台 7 丁目
活動場所

電話（078）595－2505

⇒神戸市北区甲栄台 2 丁目 2－13 電話（078）591－5310

＊賛助会員も募集中です。 入会金 2000 円、年会費 一口 3000 円
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北区子育て支援センター（旧桜の宮幼稚園）

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。
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求人団体名

職 種

ＮＰＯ法人 コミュニティ・

B-87

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。

サポートセンター神戸

条件（勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他）

ＮＰＯ・コミュニティビジネスに
対する就業・起業希望者の相
談業務等

最寄駅はＪＲ住吉

資格不問、社会貢献意欲が高く、人の

話を傾聴できる方、パソコン基本操作必須
火〜土曜日 10:00〜19:00

交通費上限あり

月給 18 万円（試用期間 3 ヵ月は 15 万円）
最寄駅は阪急岡本・ＪＲ摂津本山

B-98

メッドプラン

日本茶Ｃａｆｅの営業業務全般

B-99

勤務日応相談、9:00〜22:30 の間で実働 8 時間のシフト制

神戸市北区「しあわせの村」内

にこにこハウス

月〜金曜日 8:30〜17:00

薬剤師

基本給 220,000 円

養育センター

芦屋市岩園町
B-100

資格不問、5 月中旬から

働ける日本茶に興味のあるオープニングスタッフ募集
時給 750 円〜能力に応じて相談

社会福祉法人 芳友

求人数 1 人

求人数 3 人
新卒者歓迎

マイカー通勤可

賞与、各種保険あり

求人数 1 人

日本料理店

社員登用の途有

①調理補助、開店準備

①6:00〜14：00 の間で 6 時間

②17:00〜22：00

②ホールスタッフ

①時間給 900〜1,200 円

Ａｒｔｉｅ有限会社

②時間給 850〜1,000 円

週 3 日以上勤務できる方、日祝勤務できる方、研修期間有
芦屋市公光町

B-101

リフォーム

ブティックの洋服お直しの請負、自宅作業、

洋裁（リフォーム）経験者、出来高払い
近隣の方・マイカー利用できる方が望ましい

V-16

ＮＰＯ法人
神戸ビジネスケアネット

55 才以上の方と健康麻雀を

最寄駅はＪＲ六甲道

する（サポート）・教える（コー

月〜金曜日

チ）

サポーター300 円／時、コーチ 700 円／時
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求人数 1 人

麻雀の点数が数えられる明るい方

10：00〜16：00 の間で応相談
求人数 3〜6 人

就業先をお世話いただける方は、
ワラビーまでご連絡を！

Ｎｏ

お名前

181

Ｈさん（女性・67 才）

訪問看護ヘルパー

現在、入浴介助を含め就業中、さらに介護先を１〜２件希望

186

Ｋさん（男性・20 才）

マジシャン

正社員として就職したい仕事がない、プロをめざし修行したい

202

Ｋさん（男性・39 才）

印刷・出版関係

コンピュータによる印刷技術あり、介護の仕事にも興味

203

Ｎさん（男性・47 才）

なんでもチャレンジします

ＮＰＯの事務局長の仕事と兼務できる就業先を探しています

220

Ｏさん（女性・27 才）

ネイルアートのボランティア

怪我などをされた患者さんを「ハッピーにしたい」が動機です
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ひとことメッセージ

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。
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お名前

事業内容

実施地域

ひとことメッセージ

70

Ｎさん（40 才）

地域のご用聞き

北 区

高齢者などの困り事と地域商店などをネットワークします

71

Ｙさん(50 才）

里山クラブの運営

北 区

人的・金銭的に苦慮しつつ、元気な人間づくりに取り組み中

76

Ｓさん(63 才)

景観園芸ボランティア

明石市

仲間 23 人で、地域のご家庭の庭の美化をサポートします

83

Ｆさん(34 才)

福祉のネットワーク化

東灘区

障害者・児童・高齢者のための総合福祉ＮＰＯ設立が目標

02

Ｎさん(34 才)

公園や里山等の管理

東灘区

土木造園の経験あり、ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾋﾞｼﾞﾈｽとして維持継続したい
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「有償ボランティアってなに！？」
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ボランティア経験はおありですか？ボランティア活動とは、無償のものと限定される
ものではないことをご存知ですか？
ＮＰＯ法人「東灘地域助け合いネットワーク」では、多くのボランティアの皆さんが
有償または無償で、多種多様なボランティア活動を活発に行っていらっしゃいます。
理事長の村山メイ子さんは、いわばその多彩な活動の演出家。次回のサロンにゲスト
スピーカーとしてお招きすることになりました。ボランティア活動、とりわけ有償ボラ
ンティアについて、具体的なお話がたくさんお聞きできます。
村山さんのお話と、ご参加の皆さんが親しく交流していただく中で、一緒に「生きがいしごと」としての有償
ボランティアについて考えてみませんか？ご興味をお持ちの皆さん、ぜひ多数のご参加をお待ちします。
日

時------ ５月１４日（土）１６：００～１８：００

特定非営利活動法人
東灘地域助け合いネットワーク

集合場所---- 生きがいしごとサポートセンター神戸東

平成 7 年 2 月、被災地神戸の復興を目的
に発足。以後、高齢者・障害者の生活支
援やコミュニティづくりをとおして自立
支援と地域の活性化を目指しています。

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：うめき

「 私 の 生 き が いしご と」

リ
①
イ①
セイ
ッセ
エッ
ーエ
レー
リレ

ＮＰＯ法人ＣＳ神戸 起業研究員

野田

信さん（須磨区・２６才）

人にとって生きがいある仕事とは何でしょうか？今現在多くの若者が、この問題に悩
み、フリーター、ニートなどが増加しています。私自身、就職に悩みニートに近い経験
をしました。
そんな時、ワラビーの「生きがいしごと」という言葉に惹かれ、相談に行きました。
そして、社会のために役立つことをしたいと、決して高いとはいえない収入で生き生き
と働いている人々の存在を知りました。それをきっかけとして、私は現在ＮＰＯ法人Ｃ
Ｓ神戸で起業研究員兼プロジェクトスタッフとして、ＮＰＯに関する様々な事を学びな
がら働いています。
私にとって生きがいある仕事とはという問題に、まだ明確な答えは出せていませんが、いま私はやりがいを感
じながら充実した日々を送らせて頂いています。結局、生きがいある仕事というのは、こういうことなのかなと
感じています。企業だからＮＰＯだからとかではなく、自分自身で使命感を持ち、それに向かって、一生懸命に
なって仕事をするということが、生きがいのある仕事につながっていくのではないでしょうか？

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）
＊駐車場もございます。ご利用
の方は、事前にご連絡をお願
いいたします。

〒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
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
「生きがいしごとサポートセンター」事業は、他に「阪神北」、
「阪神南」、「神戸西」、「播磨」があります。
詳しくは上記までお問合せください。
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編集後記
新年度、気分一新で
紙面のイメージを少し
変 え て み ま し た 。新
企画としてリレーエッ
セイを始めましたが、
いかがですか？
今年度も皆様のお役
に立つ紙面作りを心
がけ ます。ご 感想ご
意見など、ぜひお寄
せください。
Ｍ

