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みなさん、去る７月10日（日）朝のサンテレビ「週刊ひょ

うご夢情報」をご覧いただきましたか？県政ニュースや地

域のホットな話題、イベント情報など幅広い内容を盛り込

んだ県政情報番組です。その中の「ひょうご夢ワイド」で、

ワラビーの活動が取り上げられました。以下、ナレーショ

ンやコメントの要点をピンポイントで再録します。（敬称略） 

☆夢情報のホームページで放送内容をご確認いただけます☆ 

http://web.pref.hyogo.jp/kouhou/yume/index.htm 

［スタジオ風景］ 

横山（兵庫県広報専門員） 兵庫県はコミュニティ・ビジネ

スの先進地域で、地域の課題解決や地域経済の活性

化に貢献するものとして、大きな期待が寄せられてい

ます。 

小林（司会者） そのコミュニティ・ビジネスを支援するの

が、生きがいしごとサポートセンターということですね。 

横山 県内５ヵ所にあります。今回は神戸市東灘区の生き

がいしごとサポートセンター神戸東を取材しました。 

［ワラビー事務所風景～相談風景］ 

ナレーション 取材したこの日、地域に根ざした介護の仕

組みづくりを考えている二人の若者がアドバイスを受

けに来ていました。 

林（相談者） 小さな規模で物事を考えていると知識の薄 

い 部分 が あり 、

経験豊富な先輩

が親身になって

アドバイスしてく

れるのがありが

たいです。 

［講習会風景］ 

横山  コミュニ 

ティ・ビジネス 

への就業を 

希望している 

人のスキルア 

ップのための 

講習や、ビジネスの立ち上げ・運営の実際を学べるゼ

ミナールも開催しています。 

土屋（講師）  あきらめないで、夢が実現するまで続けて

ほしいです。続ければ夢は必ず実現します。 

［センター長、コミュニティ・ビジネス起業者インタビュー］ 

村上（センター長）  生きがいあるしごとを見つけたい人

に広く活用していただいて、地域活性化の役に立ちた

いと思っています。 

村上愛（ハワイアンキルト店 milimili マネージャー）  商店

街なので、この店があることによって人が通ってくれた

り、この市場が賑わうことがコミュニティ・ビジネスにつ

ながります。 

小城（NPO 法人颯爽ＪＡＰＡＮ代表理事）  本当に踊りの

好きな子たちが自分たちの好きなことをやって夢をか

なえたら、それが仕事になり多くの人に喜んでもらえ

る、そういう夢が実現できればと思いました。 

［まとめ］ 

横山  これまで１年間で、生きがいしごとサポートセンタ

ー神戸東から 22 のコミュニティ・ビジネスが巣立って行

きました。また就職情報やボランティアの求人情報の

提供など、生きがいしごとサポートセンターの役割は、

今後ますます大きくなります。 

 

ついにテレビに登場！ ワラビーの「生きがいしごと」づくり 
サンテレビでワラビーのコミュニティ・ビジネスが特集されました！ 

◆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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セカンド・ステージは趣味で起業！ シニア市場に挑戦！ 
 重家光明さん（69 才）は、「得意なものは何もないが、時間だけはふんだんにあるので有効活用したい」とワラビーを訪

問。以来５ヵ月でムービーによる自分史作成代行業「フレンズ・レンズ」を開業させました。 

6 月 18 日（土）のサロンでは、グループメンバーの山本悦子さん主役の試作品を視聴しながら、起業への経緯や苦労

話をお聞きしました。参加者 18 人の大半がシニア層、興味津々でお集まりいただきました。「制作に要する時間を考えれ

ば代金は安い。」「手軽に作ってもらえるのが嬉しい。」「子や孫に自分の思い出として残したい。」「亡妻の自分史を作っ

てもらって偲びたい。」などの感想が飛び交いました。文章や活字の自分史ではないだけに、パソコン画像での斬新さに

魅力を感じる人が多かったようです。                               

主張や思想が入りづらいかな？という見方もありましたが、重家さんに

よれば、「注文制作だからどのようにもできます。本人が話す形で工夫す

ればいいのでは？」だそうです。シニアによるこの新しい起業が軌道に乗り、

制作注文が殺到することを、ワラビーとしても大いに期待しています。 

［フレンズ・レンズ］ 

電話  （０７８）９１３－６６６７ … 重家（しげいえ） 

ソフト  ＶＴＲ、ＤＶＤなどご希望のもの（所要時間は約１０分）   

料金  制作費２万円＋交通費実費 

 
 
 
 

ノーマライゼーションを実現した“とみこさんワールド” 
山陽電車西舞子駅を北側に出てすぐ前方、ピンク色の日よけテントが鮮やかな「あとりえ・クルレ」。赤堀富子さんが昨

年７月に開業した造形・絵画、学習サポート教室です。バリアフリーで、健常児も障害児も対象としています。 

赤堀さんは 20 年近く、地域の子どもたちに絵を教えていました。来ていた知的障害児たちが大きくなり、将来の不安も

出てきたので、この子たちが大人になってもいつでも来られる場所を作ろうと思ったのが事業化のきっかけでした。お母さ

ん方に安心してほしい気持ちもありました。その思いをワラビーに相談し助成金を申請、10 坪ほどの店舗を借りてスター

トしました。大人対象の水彩画教室、幼児のプレールームなども併設し、生徒数も増えて大忙しの毎日です。 

教室で障害児教育に携わる一方で福祉ビジネスの専門学校で教鞭をとる赤堀さんは、その多忙さの間を縫って心理

学を専攻する大学生というマルチな生き方をしています。「高邁な理想追求ではなく、いつも目の前のハードルを越したい

と行動している」という実践家であり、「小さなニーズに応えることで、地域の人に必要と思ってもらえれば幸せ」との思い

で教室を運営されています。「最も楽しいときは？」と尋ねると、「ペースは

ゆっくりだけど、障害児も確実に発達するのよ。長い関わりの中でそれが見

えたときが最高！」と答えられる表情は輝いていました。これぞ「生きがいし

ごと」とうらやましく思えるほどの笑顔でした。 

教室スタッフは赤堀さんのほかに 3 人、他に保護者や専門学校生のボラ

ンティア応援もあり運営は順調、これからの発展が楽しみな教室です。 

［あとりえ・クルレ］ 

所在地 神戸市垂水区西舞子２－８－１３ 

電話 （０７８）７８２－７９３７ 

http://www.k3.dion.ne.jp/~kurure/ 

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「「「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！！！」」」のののごごご報報報告告告   

絵絵絵画画画・・・学学学習習習教教教室室室「「「あああとととりりりえええ・・・クククルルルレレレ」」」のののごごご紹紹紹介介介   
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起業を志す方のための事例報告です。

ご質問はワラビーにお問合せください。 

試作品への質問に答える重家さん(画面中央) 

明るく快活に生徒指導する赤堀さん(画面右) 



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-128 ＮＰＯ法人 こぐまくらぶ 
ベビーシッター（講演会の

間の集団保育） 

勤務地は講演会会場による  月 1～2 回、2～3 時間 

時間給 1,000 円、交通費実費  求人数 2～3 人 

保育・幼稚園に携わった経験のある方を希望します 

B-127 株式会社 キットシステム ソフト開発（ＳＥ，ＰＧ） 

勤務地は三宮または名古屋 設計から納品までお任せします 

月～金曜日  9:30～18:00  土・日・祝以外勤務 

月額 17～35 万円 交通費支給 賞与年 2 回  求人数 2 人 

ＶＢ・ＶＣ・ＮＥＴ開発経験３年以上の方 

B-129 

B-130 
保育所ちびっこランド 

①1～5 歳児の英会話講師 

 （英語を母国語とする方） 

②1～5 歳児の幼児教室 

またはお絵かき指導 

（経験者のみ） 

最寄駅はＪＲ・阪神元町  月 3～4 回（概ね週 1 日） 

①9:45～11:15 または 13:00～15:30 で応相談  45 分レッスン、 

45 分散歩遊び  時間給１,000～1,500 円（試用期間 3 ヶ月 

間は 1,000 円） 交通費上限 1 日 900 円  求人数 1 人 

②10:00～11:00 または 14:30～15:30 で応相談 時間給 800 円 

試用期間 3 ヶ月も同条件 交通費上限 1 日７00 円 

求人数 1 人  できれば 1～2、3～4 才各々での指導希望 

B-131 
まんてん堂 ホームヘル

パーセンター住吉山手 
登録ホームヘルパー 

最寄駅はＪＲ住吉・阪急・阪神御影からバス  ヘルパー２級 

月～土曜日 8:30～17:30 の間  時間給：生活支援 1,200 円、

身体介護 1,700 円 交通費ご相談  求人数 数人 

初めての方、男性も歓迎です、丁寧に指導いたします 

B-135 有限会社 デジテック 光ファイバーの配線工事 

勤務地は東灘区内  月～土曜日 8:00～17:00、残業あり 

月額 30 万円以上（資格取得までは時間給 800 円）  

交通費実費（上限 2 万円）  求人数 20 名  未経験者可 

 
 
 
 
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 

41 Ａさん（男性・57 才） ＮＰＯでのボランティア ６０才からＮＰＯ活動に関われるように、ＮＰＯで勉強したい 

44 Ｉ さん（男性・34 才） いつかは農林漁業 仕事のかたわら、将来に向け各種第一次産業を体験したい 

55 Ｔさん（女性・26 才） “もの”をつくる仕事 彫金のお手伝いをしたことがあり、自分の夢をカタチにしたい 

58 Ｋさん（女性・24 才） コミュニティ・ビジネス（ＣＢ） ＮＰＯマネジメントに興味あり、共感できるミッションを探したい 

59 Ｎさん（男性・32 才） 非営利主義の職場 営利主義の企業経営を不信に思い、社会参加できなくなった 

 
 

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

22 Ｋさん（79 才） 音楽による豊かなこころづくり 西区 子どもの健全育成のためのＮＰＯめざし、仲間募集中 

23 Ｈさん（56 才） 少年サッカーチームの運営 西宮市 ＮＰＯ法人格を取得して、組織力を高めて行きたい 

24 Ｈさん(37 才） 子育て支援事業のﾈｯﾄﾜｰｸ化 東灘区 一日も早いＮＰＯ法人取得のため、頑張っています 

25 Ｏ さん(41 才) シニアの芸術・文化活動支援 東灘区 真の創造力による「こころ社会」実現のためＮＰＯを！ 

26 Ｉ さん(52 才) 骨髄ﾊﾞﾝｸﾄﾞﾅｰ登録者ｻﾎﾟｰﾄ 三田市 全国協議会のＮＰＯではﾄﾞﾅｰ登録 30 万人が目標です  

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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シニアのみなさん！「人生はこれから」と日々をエンジョイされていますか？ 

高齢者総合福祉施設・あしや喜楽苑苑長の小玉文吾さん(69 才)は、「人生の旬は自分で創るもの」が持論。「生

旬(せいしゅん)一日暮らし」という日々の感動を求めた生き方で、最近、シニアライフを楽しむための「生旬ノ

ート」を出版されました。８月サロンのゲストスピーカーとして、その小玉さんをお迎えします。 

ＮＰＯ法人「芦屋 17℃倶楽部」設立など常に地域活動の第一線に立たれ、地域活動やシ

ニアライフに関わる講演も多く、人生の楽しみ方について盛り沢山なお話がお聞きできま

す。充実したシニアライフについて、また、シニアにとっての「生きがいしごと」につい

て、小玉さんを囲んで一緒に考えてみませんか。 

日 時 ８月２７日（土) １６：３０ ～ １８：３０ 

  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：畑（はた）、梅木（うめき） 

                                 
                                 

キャリア コンサルタント 黒住 明匡さん（61 才） 
私はワラビーさんの仲介により今年４月から神戸大学に勤めています。個別の学生に対

し将来の生き方、働き方、就職への取組み方などの相談に乗っています。個々の学生が大

切に思っていること（価値観）は実に様々です。役所や有名大企業に勤め、安定した生活

を手に入れたいと願う学生ばかりではありません。これからの社会のことを考え、自分ら

しさを活かしたいと、環境保全や福祉、養護教育などの仕事を希望する学生も少なくあり

ません。迷っている学生に対しては、自分の将来像を思い描き、自分が「できること」、

「やりたいこと」、「大切にしていること」をしっかり考えた上で就職活動に取組むように

アドバイスしています。学生がひたむきに就職活動に当たる姿に思わず声援を送っています。そして念願叶って

内定が決まり、ありがとうございましたと笑顔で報告を受けるとき、わがことのように嬉しくなり、この仕事に

出会えて本当に良かったと喜びをかみ締めています。それぞれの学生が「納得のいく幸せなキャリア」を歩むお

手伝いができるよう、これからも精進を続けていきたいと考えています。 

定年を控えた４年前にセカンドキャリアとして目指したキャリアコンサルタントの道は私にとって生きがい

を提供してくれる仕事であり、この道を紹介してくれ、共に学んだ友人やご指導頂いた先生方、今の職場を提供

してくださいました大学の先生方、そしてワラビーのスタッフの方々に心より感謝を致しております。 

 ９月１０～１１日の講習会「農林業の手ほどき」受講者募集中！ （１泊２日で 8,000 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 ④④④    

「「「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・・・シシシニニニアアア・・・サササロロロンンン「「「人人人生生生ののの旬旬旬ははは自自自分分分でででつつつくくくるるる」」」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 

先般、フラリとワラビ

ーに来られた方から

「人生最期の看取り」

にまつわるたくさんの

出会いをいただきま

した。福祉のしごとに

関心がある方には是

非読んでいただきた

い本も寄贈いただき

ました。貸出し希望者

はお越し下さい。 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。 

神戸大学発達科学部キャリアサポートセンター（灘区） 




