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本誌前号で今年の実務講習会とゼミナールの概要を

お知らせしましたが、その後、詳細が決まりました。い

ずれも自信をもってお勧めできる選りすぐりの内容で

す。本誌読者の皆さんに一足早く公開しますので、ご

希望の方はお早めにお申込みください。 

◆ 開催要領（農林業就労体験研修は別扱い） 

開催曜日：全て土曜日 

受講料：１回 1,000 円（各コース３回または５回）    

申込み：各コース一括申込み 

会 場：ワラビー（「初めてのパソコン」は別会場） 

◆ 実務講習会 

【パソコンで作る広報ツール】 

［名刺、チラシ、パンフレット等の作成］ 

日程：7 月 2,9,16 日 13 時 30 分～15 時      

講師：片岡 治（カタオカネットワーク代表） 

【福祉のしごとはじめ】  

［福祉職の現状と適性、介護・介護保険の知識］  

日程：7 月 2,9,16 日 15 時 30 分～17 時     

講師：土屋博子（㈵COM 総合福祉研究所代表理

事）、神谷良子（㈵神戸ライフ・ケアー協会副事務局

長） 

【プチビジネスオーナーの実務】 

[事業を発展させるオーナー像、不動産探しの注意 

点、会計・財務知識、資金調達・助成金獲得、人事］ 

日程：11 月 5,12,19,26,12 月 3 日 13 時 30 分～15 時 

講師：与那嶺 学（㈲協働研究所代表）、岡本美和子 

（㈵兵庫県不動産コンサルティング協会理事）、堀川  

勝彦（㈱くもんサービス常務）、大森啓司（㈲アクトコ 

ンサルタント代表）、村上義弘（ワラビー・センター長） 

 

【初めてのパソコン】 

 ［パソコンに触る、ワード文書を作る、インターネットを

体験し電子メールを出す、エクセルでできること］ 

日程：11 月 5,12,19,26,12 月 3 日 13 時 30 分～15 時 

講師：井出袈裟市（パソコンネット･オクトパス）     

（注）会場は阪神電車新在家駅前のオクトパス事務所 

【経理初心者コース】  

［基礎知識、金銭出納、請求・支払、決算、給与］  

日程：11 月 5,12,19,26,12 月 3 日 13 時 30 分～15 時    

講師：荻野俊子（NPO 会計センター代表）     

【農林業就労体験研修】 

年間 2 回予定、内容・行き先を検討中。詳細が決定

次第お知らせします（料金実費）。 

◆ ゼミナール 

【立ち上げコース】 

［プランニング、立ち上げ実務、ニーズとシーズ、地

域調査、CB 成功への道］ 

日程：10 月 1,8,15,22,29 日 13 時 30 分～15 時 

講師：立田英雄（ひょうご市民の知恵袋理事長）、前

田欣也（  〃  副理事長）、中村順子（㈵CS 神戸

理事長）、佐竹隆幸（兵庫県立大学経営学部教授） 

【運営コース】 

［マーケティング、ネットワーク、会計・経理実務、組

織マネジメント、事例研究］ 

日程：10 月 1,8,15,22,29 日 15 時 30 分～17 時     

講師：大森啓司（(有)アクトコンサルタント代表）、中

村順子（㈵CS 神戸理事長）、櫻井繁樹（櫻井税理士

事務所長）、国枝哲男（㈵CS 神戸事業本部長）、石

川両一（龍谷大学経済学部教授）  

先手必勝、早めに申し込みましょう！ 
実務講習会・ゼミナール計画決まる 

◆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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「まず行動」と「人のつながり」が起業の秘訣 
中国整体術「推拿（すいな）」を学んだ時元博幸さんは、訪問サービス

で顧客を少しずつ開拓していましたが、昨年後半、ワラビー相談を重ね

ながら起業準備に取り組み、推拿の恩師・王先生の協力を得て、３月末

ＪＲ神戸駅前でようやく悲願の治療院が開店できました。 

サロンでは、時元さんの苦労話が披瀝されました。「失敗続きだった

けど、綿密な計画を立てて目標をスケジュール化することの大切さが学

べたし、逆境の中にはそれ相応かそれ以上の利益の種子があることが

確信できるようになった」そうです。開業できた秘訣として、「思いがある

ならまず行動すること」と「人のつながり」という体験談に、参加者の多く

が共感されていたようです。 

嬉しいことに 20 人の参加者は、まさに「人のつながり」を大切にする人たちという雰囲気がありました。おたがいの起業

に対する熱い思いが語り合われ、少し前までは知らない同志だったことが信じられないほど、座が一つになりました。参

加者の志向分野は、当日テーマに近い健康産業分野のほか、環境・福祉関連、コミュニティ喫茶や高齢者サロン、育児・

教育など幅広く、“異業種”間で相互に質問やアドバイスをしあうホットな交流の場が展開される有意義な会でした。 

【推拿堂】 所在地  神戸市中央区相生町２－２－１４ 新神戸ビル西館３Ｆ ３０３ 

 電話 （０７８）３６１－１０６０ 

 受付時間 午前１０時～午後９時 （定休日なし） 

 
 
 
 
 

オープンの原動力は長年の夢と仲間の協力 
昨年３月に特別養護老人ホームを退職した中村文子さんには、10 年余りの老人福祉施設勤務を通じて暖めてきた夢

がありました。それは、利用者にとって老人ホームは最後の砦として必要な施設ですが、高齢になっても在宅生活を続け

たい人にはそれができるという選択肢があっても良いのではないか、そんな人のために小さくても良いから利用者もスタ

ッフもゆっくり過ごせるような場所が作れないかということでした。 

実際には問題山積でしたが、幸い友人やかつての同僚から応援を得られることになり、自宅を開放することにご主人

の了解も得られ、昨秋、ワラビーを訪ねて相談が始まりました。以来、仲間の皆さんとも綿密な打ち合わせを繰り返し、行

政や近隣の施設とのコンタクト、近所への挨拶やＰＲ、お披露目の説明会とフル回転でした。  

こうしてこの５月、介護保険外事業「デイホームすみれ」（定員８名）が晴れて正式にオープン、中村さんが夢に描いた

手づくりのミニデイサービスがスタートしました。移送サービスがないなど、

まだまだ改善したいことはたくさんあるけれど、仲間とのチームワークを

大切にしながら、ステップバイステップで前進していきたいそうです。 

【デイホームすみれ】 

所在地 神戸市垂水区塩屋町字大谷 671－259 

電話 （０７８）７５１－３００４ 

利用日時 毎週木曜日 10:00～15:30                    

(9:00～19:00 の範囲での延長は相談に応じます。) 

  利用料  1 回 1,500 円（食事代を含む）  

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」」」のののごごご報報報告告告   

「「「デデデイイイホホホーーームムムすすすみみみれれれ」」」起起起業業業のののごごご紹紹紹介介介   
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起業を志される方のための事例報告です。起業に

関するご質問は、まずワラビーにお問合せください。 

新たな人のつながりを得た時元さんと参加者達 

“すみれ”の花で飾られたデイホームすみれ 



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 求人団体名 職 種 条件（勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他） 

B-104 
ＮＰＯ法人 福祉ネット寿 

花家族介護事業所 

登録ヘルパー 

（ヘルパー２級以上） 

最寄駅はＪＲ六甲道 勤務地東灘区・灘区・中央区 

経験不問、勤務日・勤務時間は応相談 

時間給 700～1,500 円  交通費上限あり  求人数 数名 

B-105 有限会社 心実（ココミ） 
レジ・ホールスタッフ、 

調理（簡単な調理） 

最寄駅はＪＲ六甲道  未経験者可 

週 4 日以上、11:00～20:00 の間で実働 4 時間以上のシフト制 

時間給 800～1,000 円 交通費上限あり  求人数 5 人 

B-105 Ａｒｔｉｅ有限会社 
①調理補助 

②ホールスタッフ 

最寄駅は阪神西宮から徒歩 10 分  フリーター歓迎 

週 3 日以上、土･日出勤可能な方、10:00～22:00 で応相談 

①150,000 円～（経験者優遇）  ②時間給 800 円～ 

求人数 若干名 

B-109 

ＮＰＯ法人 なごみの里 

（高齢者介護を通じ共に
学ぼうとする個々の成長
を目指して設立した法人） 

高齢者・障害者介護 

島根県隠岐郡知夫村  資格･経験不問 

週 5.0 日以下、平日通常 8:00～18:00、交替 1 17:00～8:00 

月額 117,000 円～  求人数 2 人 

B-111 

社会福祉法人 芳友 

にこにこハウス 

養育センター 

重症心身障害児療育 

（ヘルパー２級以上） 

神戸市北区「しあわせの村」内  経験者優遇 

月～金曜日 8:30～17:00、11:30～20:00 風呂・食事介助時

間帯のみでも可 

時間給 1,000 円  求人数 若干名  マイカー通勤可 

B-115 
ＮＰＯ法人  

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸 

自転車・バイク駐車場管理 

①現場責任者 

②指導員 

最寄駅はＪＲ住吉  近隣の方優遇（交通費上限 350 円/日） 

月～日曜日 6:30～22:00 で実働 5.5 時間以上のシフト制 

①時間給 800 円  ②時間給 700 円  求人数 20 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 

6 Ｋさん（男性・63 才） 行政関係の仕事 就職サポートや総務人事を希望、中小企業診断士の勉強中 

9 Ｎさん（女性・55 才） 音楽指導や演奏 長年の教師生活を辞め、親の介護と両立できる仕事を希望 

13 Ｉさん（女性・55 才） 自宅でできる仕事 立ち仕事で膝を痛め、自宅でできる生きがい仕事模索中 

14 Ｔさん（男性・55 才） 介護ヘルパー 特別養護老人ホームやデイサービス施設への就業希望 

15 Ｉさん（女性・37 才） 子供と接する仕事 ベビーシッター資格あり、必要に応じその他資格も取得します 

 
 

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

4 Ｅさん（50 才） 日本茶カフェの開店 東灘区 地域連携をめざした新しくて懐かしいカフェを開業させます 

5 Ｔさん（58 才） 訪問介護事業所開設 東灘区 身体障害者、高齢者、健常者が支え合って暮らせるために 

6 Ｏさん(60 才） 夢パワー企画の運営 芦屋市 運営費の獲得に頭を悩ませています 

8 Ｓさん(64 才) コミュニティ喫茶店開店 東灘区 引きこもりがちな高齢者の憩いの場の提供をめざします 

9 Ｏさん(58 才) 所有施設の有効活用 長田区 廃業した工場を地域のために活用させるべく検討中です  

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。 
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自分史についてご興味ありますか？ 自分の思い出や歩んできた道程を形に残したい。でも難しいことは手に負えな

い。そういうシニアの想いを形にしようと、重家光明さん（69 才）が自分史づくりサポート業「フレンズ・レンズ」を立ち上げ

ました。得意のパソコン技術を駆使し、映像と音声による自分史を制作します。「趣味を生かして人の役に立つことがで

きるので…」とやる気満々、頼もしい起業家がまた一人誕生しました。 

ゲストスピーカーに重家さんと仲間の山本悦子さんを迎え、試作品（モデルは山

本さん）を見ながら話し合える楽しい会にしたいと思います。自分史づくりに関心が

ある方、起業を考えている方はどんどんお申込みください。シニアに限らず、お若い

方のご参加も大歓迎です。 

日 時 ------ ６月１８日（土）１６：００～１８：００ 

会 場 ------ ワラビー （定員２０名 受付け順） 

参加費------ ５００円（茶菓代）  

※まずは、お電話下さい！ 078-841-0387 担当：うめき 

  
                                

                                元家 文子さん（灘区・61 才） 
長年勤務していた某公共交通機関（定期券売場）を２年前リストラで離職し、勉強する時間も

できたのでヘルパー資格を取りました。それが役立ち、ワラビーからの紹介で訪問介護の仕事

に就きました。２ヵ所の家事支援を担当していますが、ふだん家庭でやっているようなことで利

用者に喜んでいただき、しかもお金がいただけるのが何よりも嬉しく、洋裁や料理など趣味の

ため、働いたお金を生かせるのも嬉しいことです。 

ヘルパーの仕事は、最初は不安でした。利用者は、どんな人間が来るかと構えておられまし

たが、それを切り抜けて毎回お待ちいただけるようになりました。人間関係づくりが大切で、決

め手は「誠意」だと思います。そういう面で、学びが大きい仕事です。 

働くことは、生活のためという面もあるでしょうけど、私にとってはむしろ「生きがい」という色彩を強く感じます。人間は

働くようにできていると思っていますし、私自身、じっと家にとじこもっているのが嫌な性分で、社会に出ていろんな人と接

し多くのことを学びたいと思っています。パソコン・サークルの活動を続けているのも、周囲からの学びが大きいことに魅

力を感じているからですが、今後も年齢にとらわれずいつも仕事に趣味に全力投球をしたいものです。 

 
 

 

 
 
 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ②②②「「「私私私 ののの生生生 きききがががいいいしししごごごととと」」」    

シシシニニニアアアＣＣＣＢＢＢサササロロロンンン「「「自自自分分分史史史づづづくくくりりりおおお手手手伝伝伝いいいしししままますすす！！！」」」   開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ   
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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 

＊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。 

訪問介護ステーション「くおら２１」 登録ヘルパー 

 

【スタッフ紹介】 
 

コーディネーター 

畑  悦子 
 

５月からスタッフ

の一員に参加さ

せていただきしま 

した。「ワラビー」に来て良かったと私が

感じているように、相談に来られる皆さ

んにも感じていただけるよう、いろんな

ことを学びながらお役に立ちたいと思っ

ています。よろしくお願いします。 

＜開室日＞ 

火曜日～土曜日 

（日・月・祝休み） 

＜開室時間＞ 

１０：００～１９：００ 




