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NPO 法人が増え続けていますが、兵庫県で７００を

超える法人が認証され、全国では今年中に公益法人

数 2 万 6 千を超えるかも知れないと言われています。

社会の役に立ちたい人が増えていることにほかなら

ず、日本の社会が変わりつつある嬉しい現象です。 

ワラビーでも、シニアの人たちが定年後に地域参画

を考えたり、若い人たちが社会貢献を第一義に考え

て、ＮＰＯを立ち上げたい、就職したいと相談に来られ

ます。「生きがいしごと」としての花形とさえ言えます。 

しかし、「ＮＰＯって？」という人も珍しくありません。ま

た、職場として考えるとき、ＮＰＯと企業はどう違うの

か、よく分からない人も多いことでしょう。労働条件が決

して厚遇ではないのに、どうしてみんな生き生きとして

いるの？という疑問を耳にすることもあります。 

そこで、ＮＰＯで働くことの意味や意義、その実情に

ついて、ＮＰＯ法人ＣＳ神戸のメンバーからアドバイスを

もらいました。ぜひ参考にして、ＮＰＯで働くことを検討

してみてください。 

☆中村順子さん［理事長］ 

ＮＰＯ法制定のはるか昔、２３年

前から、実質的に NPO としての活

動をしてきました。まったくの無償

の時代から月１～２万円の有償 

の時期を経て、今は一般企業の新入社員程度の給料

が払われるＮＰＯも出現する時代になりました。 

ＮＰＯ法により、自分のやりたい社会活動が開拓で

き、日常的に丸ごとの自分が試され、成長を促され、さ

らに収入が得られるなんて。こんないいことある？フロ

ンティア精神にあふれた方こそ NPO の財です。 

☆飛田敦子さん［法人本部］ 

価値観を変えれば、自分らしい人間ら

しい新しい働き方で、心の豊かな人生が

満喫できます！お金には変えられない

ワクワク感がNPOにはあります。そのワ 

クワク感の正体は、魅力ある人々との出逢いと“あたりま

え”にとらわれない新しい価値観の創造にあるように思い

ます。「素敵な社会にしたい！」そんな想いに正直に携わ

ることができる仕事です。 

☆国枝哲男さん［事業本部長］ 

会社人間で定年まで過ごすよりも、 

余力があるうちに、ボランティア活動を 

軸とした、地域で喜ばれ、頼りにされる 

ＮＰＯ活動で生計を立て、自分の能力 

の限界に再挑戦するには、 ＮＰＯ団体での就業・起業が

最適で “超カッコイイー！” 

☆荻野俊子さん［ＮＰＯ会計センター

（今年ＣＳ神戸から独立）代表」 

「想い」を形にする機会を与えてくれる

のが NPO の世界だと思います。 

面白いけど嫌なこともいっぱいありま

す。必要なのは想いを共に語れる仲間です。あなたの中

にある「想い」を目覚めさせませんか？ 

 

 ４人のアドバイス、いかがですか？ＮＰＯからの求人は

少ないけど、それなら立ち上げてしまおう！という考え方

もあります。ＮＰＯの設立・就職については、ワラビーにご

相談ください。より自分を大切にした新しい働き方が、き

っと見つかることでしょう。 

ワクワク感に出あえるＮＰＯで働こう！ 
“ ＷＡＮＴＥＤ!! 「フロンティア精神あふれる人」!!” 

◆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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もっとボランティアを活発化しなくちゃ！で意見一致 
 ワラビーを訪問される方の中には、有償ボランティアを志す方が少な

くありません。一方、ボランティアとは無償の行為と思い込んでいる方

もいらっしゃいます。もっと詳しく実情を知ろうと、去る５月１４日（土）に

標記のサロンを開催しました｡ 

ゲストスピーカーは、手広くボランティア活動を実践する団体「ＮＰＯ

法人東灘地域助け合いネットワーク」理事長の村山メイ子さんでした。 

「ボランティアは、お金以外のものに価値を求める新しい働き方であ

り、まずは奉仕の精神が大前提」、「金額は僅かであっても、有償にす

ることで自分が必要とされているという『存在感のツール』になり、責任

感も増す」等々、体験から得た貴重なエッセンスをお話しいただきました。 

村山さんが課題として捉えていることの一つに、ＮＰＯに対する社会的認知度の低さがあります。ボランティアをもっと

広げるためにも、ＮＰＯがもっと社会的に受け入れられる必要があることを改めて確認する場にもなりました。 

１７人の参加者は 20 才代から７０才代までと幅広く、思い思いの質問や自身のボランティア経験を通じての意見などが

飛び交いました。話はどんどん盛り上がり、最終的に「問題はお金の多寡ではない。もっともっとボランティアを活発化さ

せないといけない」ということで意見が一致しました。学びと交流のためのサロンなのに、期せずして合意に至る珍しい集

いになったのは、熱い思いの参加者が多かったからと言えるかも知れません。 

 
 
 
 
 

まちづくりを目的に、賭けず飲まず吸わないマージャン   
麻将とは賭けない麻雀のことだそうですが、中でも健康麻将はさらに旧来のイメージを一新し、飲まない、吸わないマ

ージャンです。知的なおとなの社交場として各地で広がりつつありますが、ワラビーが支援する新しい健康麻将店が、再

開発ですっかり新しい街になったＪＲ六甲道駅南地区に、今年５月開店しました｡ 

立ち上げたのは、地域の中小企業経営者が集う団体「ＮＰＯ法人神戸ビジネスケアネット」。開店の目的は、地域社会

を活性化することにあります。これからどんどん増えるアクティブ･シニア層を中心としたまちづくりを考え、健康麻将をそ

の媒体と位置づけて、知的刺激とコミュニケーションを生み出すことを狙っています。寄付やボランティアに依存しないで、

継続的にまちづくりを実践するため、収益力のある事業活動としてスタートしたお店です。 

具体的には、既存のマージャン店の平日昼間を借り切り、健康麻将店として運営します。地域活性化のための工夫と

して、３時間以上の利用者は近隣の協賛店で利用できる地域通貨がもらえます。また、ゲーム人数が足りない時は、必

要に応じて登録サポーターに参集してもらえます。事業内容や営業時間帯

から考えて、シニア層や専業主婦が主要な顧客となりそうですが、開店後

の日も浅いため知名度が低く、これからの人気上昇が待たれるところです。 

［健康麻将サークルクローバー］ 

所在地 神戸市灘区備後町４－１－１ 

ウェルブ六甲道３番街１番館１Ｆ エイコークラブ内 

電話 （０７８）８５４－００１０ 

利用時間 平日１０：００～１６：００ 

ゲーム料 １時間５００円 

コココミミミュュュニニニテテティィィ・・・サササロロロンンン「「「有有有償償償ボボボララランンンテテティィィアアアっっってててなななににに！！！？？？」」」のののごごご報報報告告告   

「「「健健健康康康麻麻麻将将将サササーーークククルルルクククロロローーーバババーーー」」」開開開店店店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。 

画面中央が、にこやかに語りかける村山さん 

オープニング初日に来られたシニアを囲んで 



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-114 ＮＰＯ法人 シンフォニー 

コーディネーター（ＮＰＯ、ＣＢ

な ど を 起 業 及 び 就 業 す る

方々との相談業務） 

最寄駅は阪神尼崎  火～金 10:00～19:00、土 8:00～17:00 

の間で応相談  週 3 日の勤務の場合月額 100,000 円 

交通費上限あり  求人数 1 人  パソコン必須 

B-119 
こうべ子どもにこにこ会 

（兵庫日本語ボランティア
ネットワーク内） 

ボランティアグループでのコ

ーディネート、資金調達など 

（外国籍の子ども達に関わる

仕事） 

最寄駅は阪神深江  週 3 日程度（20 時間以上）火・日曜休 

13:00～18:00 を含む時間帯+α（会議）  時間給 800 円程度 

交通費上限あり  求人数 1 人  社会経験・パソコン必須 

近隣の方、スペイン語が話せる方大歓迎 

B-120 （有）ランクル福祉 

①サービス責任有資格者 

または ②サービス責任者、 

③ヘルパー2 級資格者 

（介護・日常生活支援） 

①②１０月、③11 月より勤務 

最寄駅は阪神魚崎  ①ヘルパー１級または介護福祉士  

②ヘルパー2 級で経験 3 年以上、いずれもパソコンできれば

尚可、週 5 日 9:00～18:00 ③経験 2.5 年以上 4 時間/日 

月額①20 万円 ②19 万円 ③8 万円 （試用期間 3 ヶ月は別

途） 交通費上限あり  求人数 ①または②１名、③１名 

B-121 ラクーンビルクリニック ビルメンテナンス（定期清掃） 

西宮～西神  資格･経験不問  チームワークでのお仕事 

土・日・祝 8:00～17:00  日給 7,000 円  交通費実費（上限

あり）  求人数 2 人  フィットネス感覚でお仕事しませんか 

B-125 
ＮＰＯ法人 

ＷＡＣゆずり葉 

通所介護施設における機能

訓練員 

最寄駅はＪＲ尼崎  看護師または准看護師  高齢者歓迎 

月・水・金の間で 2～3 日、10:00～16:00 の間で 2 時間以上 

時間給～1,500 円（交通費込）  団体理念に賛同される方 

V-019 
ＮＰＯ法人 キッズネスト 

病児保育室プエリ 

6 ヶ月～9 才までの発熱等の

有病･病後期児の保育補助 

最寄駅は阪神岩屋  小児科クリニック併設の子育て支援 

月～金曜日 7:30～19:00 の間で応相談 

謝金は 1 回につき 1,000 円+交通費  求人数 数名可 

 
 
 
 
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 

17 Ｓさん（男性・45 才） ＮＰＯや文化施設での仕事 文化を生かしたまちづくりに関わって生計を立てたい 

22 Ｏさん（男性・78 才） 英語を生かした仕事 貿易会社で実務英会話を使っていたが、どんな仕事でもＯＫ 

28 Ｓさん（女性・39 才） ダンスやストレッチの指導 振付などの仕事を経験、高齢者や障害者と体を動かしたい 

31 Ｓさん（女性・30 才） カイロプラクティス施術 手に職をつけることを目的にカイロやマッサージを学びます 

40 Ｔさん（女性・28 才） 社会問題に対応する現場 ＤＶや子どもの虐待について学んだ。法律事務所にも関心 

 
 

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

11 Ｏさん（29 才）Ｈさん（28 才） 高齢者・障害者支援 東灘区 移送サービスと居宅介護支援事業を柱としたＮＰＯ法人 

14 Ｏさん（47 才） 手相占い師 中央区 趣味を仕事にしたい、就業先がなければ起業します 

16 Ｏさん(55 才） 介護保険請求代行 東灘区 経理事務の経験を活かして新たな事業分野を開拓 

20 Ｉ さん(22 才) よさこい踊りの指導 東灘区 ダウン症の子らが楽しんで練習できる練習場の斡旋を 

21 Ｎさん(31 才) 託児所の開設 東灘区 保育所ではカバーできないところをサポートしたい  

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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７月のサロンは、良い就職をしたいとお考えのみなさんに、とっておきのメニューです。それは、的確なアド

バイスと就職支援実績で定評のあるキャリアカウンセラー小林清美さん（キャリア･サポート･ルーム ＷＩＬＬ 

代表）をゲストスピーカーとしてお招きしているからです。 

キャリアカウンセラーとは、望ましい職業選択を援助する専門家であり、上手な就職や転職の仕方について豊

富な知識を有します。サロンでは個別面談というわけにいきませんが、最近の求人傾向や望まれる人物像、履歴

書の書き方や採用面接を受ける際のポイントなどをお聞きし、各人のこれからの取り組み方を考え話し合う場に

したいと思います。 

生きがいある仕事への就職を真剣に考えているみなさん、この機会にぜひご参加ください。 

日 時 ７月２３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：はた、うめき 

                                 

                                 小室 邦夫さん（53 才） 
生きがいしごとは、時として思わぬ展開でゲットすることがあります。 

私は３年前、27 年間の公務員生活にピリオドを打ち、コミュニティ事業を立ち上げる

べくワラビー相談を通じてＣＳ神戸の起業研究員になりました。ところが、中村理事長

は私の会心？の事業提案をやんわりかわし、市民と行政をつなぐ通訳をめざすべし、と

まるで神のお告げのように言われたのです。しばらくして偶然にも親しい先輩から行政

向けの研修機関を紹介してもらいました。その後、大学での仕事も入り、今ではＮＰＯ

活動をしのいでかなりの日数を講師活動に費やしています。 

自治体の職員は、市民のしあわせを紡ぐコーディネーター。まさに、生きがいしごとの真骨頂。それをリセッ

トしてコミュニティ・ビジネスで身を立てようとした人間が、市民語を伝えるという形で再び行政に関わり、そ

の行政の思考回路をＮＰＯ現場で理解してもらう。そんな中に自分の存在を確かめ、生きがいを見出したのです。

中村さんの“お告げ”は見事に当たりました。生きがいしごとには自らの意識行動が何よりも大切ですが、私の

ように、まわりの人の助言や働きかけで見出していくこともあります。ここであらためて感謝！です。 

ところで、封印されたあのビジネスモデルですが、別の機会にヒュマスキの活動とともにたっぷりお伝えした

いと思います。乞うご期待！？ 

 ７月２日（土）からの講習会「福祉のしごとはじめ」受講者募集中！（３回合計で 3,000 円．詳細はワラビーまで）   

 
 

 
 
 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ③③③「「「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」」」    

コココミミミュュュニニニテテティィィサササロロロンンン「「「キキキャャャリリリアアアカカカウウウンンンセセセラララーーーににに聞聞聞くくく上上上手手手ななな就就就職職職」」」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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編集後記 

梅雨の晴れ間は、つ

いアウトドアに出掛け

たくなります。私も今

度の休みが晴れなら

健康管理も含めて、

山歩きして来ます。 

ワラビー事務所の階

段では運動不足でな

いかの健康チェック

ができます。どうぞお

越しください。   Ｕ 

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 

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

「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。 

＊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。 

ヒューマンスキル研究所（東灘区） 主宰 




