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県内５ヵ所の生きがいしごとサポートセンターと兵庫県の

協働による「コミュニティ・ビジネスフェア 2005」は、予定ど

おり 9 月 19 日（月・祝日）神戸ハーバーランド・スペースシ

アターにおいて開催されました｡ 

会場では、コミュニティ・ビジネス団体の発表、ブース展

示、四国アイランドリーグ代表の石毛宏典氏による講演な

ど多彩なメニューが繰り広げられました｡ 

午前 10 時 30 分から午後５時までの長丁場でしたが、主

催側の予想を大幅に上回る約 2000 人もの来場者を迎え

オープニングや講演は立ち見状態、ブースも人波で混雑

が続き大いに盛り上がりました。フェアのテーマは「地域を

活かすしごとの創造」、まさに生きがいしごととしてのコミュ

ニティ・ビジネスを県内に広め、さらに活性化していくため

に大成功のイベントだったと言えます。  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

颯爽ＪＡＰＡＮ40 名近いメンバーによる元気なよさこい踊

りの幕開けで、会場は冒頭から熱気が充満していました。 

次いで、兵庫県理事の清原桂子さんによる開会の挨拶。

コミュニティ・ビジネスを支援する県の考え方が披瀝され、

続いて発表する各団体への強力なエールになりました。 

午後はお待ちかね、石毛氏の登壇。野球少年たちとの

交流で座の空気が和らいだ後、高名なプロ野球選手が社 

起業家に姿を変

四国の地にデビ

ューした経緯、四    

国アイランドリー

グにかける夢と

志が力強く語ら

れました。 コミュ 

ニティ・ビジネス団体の発表は午後にも行われ合計 10 団

体が思い思いに自団体をＰＲしました。 

ステージとは

別に、会場内に

設けられたブー

ス で は 展 示 や

実演、販売が行 

われました。多

種 多 様な 活 動

団体が出展し、 

縁日にならぶ屋台の雰囲気。20 ブースに 24 団体と定員オ

ーバーの窮屈さで、大賑わいでした。 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

このフェアは前述のように、生きがいしごとサポートセン 

ターと兵庫県の協力のもとで行われました。イベントを共

催する形での NPO と行政の協働が、昨年度の合同フォー

ラムに引き続いて再度実現したことは喜ばしいことです。

こうした実績が一歩一歩積み重なって、真に信頼しあえる

パートナーとなっていけることを目指したいものです。 

また、今回がより意義ある合同イベントになったのは、

趣旨に賛同していただいた多くのコミュニティ・ビジネス団

体のご協力のおかげです。感謝いたしますとともに、一層

のご発展への契機となることを期待しています。 

なお、フェア準備の段階から、ワラビーは裏方の大役で

ある事務局を仰せつかっていました。荷の重さに戸惑って

いたところ、たまたまボランティア希望のシニア男性、西区

の朝山日出夫さん(57 才)、東灘区の森田正純さん(62 才)

に助力を申し出ていただけたのは幸運でした。お二人のご

尽力が成功要因の一つであるのは言うまでもありません。 

コミュニティ・ビジネスの祭典 大成功裡に閉幕！！ 

2000 人の観衆、盛り沢山なメニューに大満足 

◆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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即行動？ 晴耕雨読？ 盛り上がった「生旬」論議 
 8 月 27 日(土)のシニア・サロンは、ゲスト・スピーカーに高齢者総合福祉施設・あしや喜楽苑苑長の小玉文吾さん(70

才)をお迎えしました。小玉さんは、コレクティブハウス「芦屋 17℃倶楽部」の設立ほか地域活動など多彩な活躍をし、シ

ニアライフを生き生きと楽しみ、最近、エンディングノートならぬエンジョイノートとしての「生旬(せいしゅん)ノート」(注参

照)を出版、人生を楽しむためのさまざまな工夫が盛り込まれていると好評を博しています。 

参加者 17 名にとって、トークの中で特に印象的だったのは、「首は横ではなく、たてに振るためについている」というお

話だったようです。ご自身が、頼まれたことは全て引き受けてきた経験から、「きっと人生が変わるから」と参加者に勧め

られていました。即行動、自由奔放といったご自身の半生を振り返りつつ、人生を楽しむための知恵や考え方が熱く語ら

れ、参加者に今後の生き方を考えていただくトークでした。 

後半、参加者による交流の場では、トークへの感想や自身の人生の楽

しみ方などが話し合われました。小玉さんのお話は刺激的だったようで、

喫茶店開店を目指すＳさんは「そんなに頑張らなくても、シニアは悠々自

適、晴耕雨読が似合うのでは？」 Ｎさんは笑顔で、「国家試験を毎年 1 つ

ずつ４年受ける。」 Ａさんは、「精神障害者のグループホーム作りに挑戦

する。」ｅｔｃ． ひととき皆さんが若者のように議論を楽しみ、いつものように

予定時間をオーバー、参加者同士で「生旬」を楽しんだサロンでした。 

(注) 「人生を楽しくする 生旬ノート」（ＡＰ出版発行） １，２００円 

 
 
 
 

高齢者の暮らしに寄り添うコミュニティ＆トータルケア 
介護保険制度の見直しが行なわれているなか、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるコミュニティづ

くりを目指し、神戸の地にトータルケアシステム推進協議会が立ち上げられました。公的制度と民間事業所、ＮＰＯ団体に

よるサービスを組み合わせたシステムの推進機関であり、事務局はＣＳ神戸のインキュベーションオフィス内にあります。

事務局の小竹吉明さん（56 才）は、新機軸の事業立ち上げにやりがいを感じ意欲を燃やしています。 

活動は 2004 年春、「わがまちのトータルケアシステムを考えるフォーラム」開催がスタート、以来「地域ケアシステムを

考える世話人会」の会合を重ねながら調査・研究が行なわれてきました。その成果として、今年３月開催の第２回フォーラ

ムでより具体的なトータルケアシステム案を提案し、５月には世話人会を前述の協議会に改編、下部組織として幹事会と

事務局が設置されました。当面、東灘区におけるモデル事業の立上げを目標として地域のニーズ、シーズ調査に取り組

むなど、活動は加速度が増しています。 

11 月からは、介護保険外サービスを含めたトータルケアを担当する人材

養成を目的として、「ユニメイト養成講座」が開催されます。地域で高齢者

の支援活動に興味のある方は是非ご参加下さい。 

「トータルケアシステム推進協議会事務局」 

所在地 神戸市東灘区住吉本町２－１３－１森田ビル３Ｆ ＣＳ神戸内 

電話 （０７８）８４１－０３１０  ＦＡＸ（０７８）８４１－０３１２  

「ユニメイト養成講座」 

初回１１月３日（木・祝） 以後毎週土曜日開催 合計７日（20 コマ）、 

オプションコース 来年１月～（5コマ）  ※お問合せは上記事務局まで 

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」」」のののごごご報報報告告告   

「「「トトトーーータタタルルルケケケアアアシシシススステテテムムム推推推進進進協協協議議議会会会事事事務務務局局局」」」のののごごご紹紹紹介介介   
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第２回フォーラム風景 

「生旬一日暮らし」を語る小玉さん(画面奥右手) 



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-153 
ＮＰＯ法人 福祉ネット寿 

花家族介護事業所 
病院付き添い 

勤務地は中央区～灘区  年齢経験不問  勤務日はご相談  

18:00～8：00（夜勤）  時間給 700～1,500 円  交通費上限有 

光 通 信回 線 の速 度確 認

（Yahoo の光回線の仕事） 

勤務地は大阪市内  資格不問 

勤務日はご相談  9:00～20:00（フレックスタイム実働約５時間） 

日額 8,000 円（ノートパソコン持込の場合プラス 1,000 円） 

求人数 3 人  パソコンのＬＡＮ接続ができれば可 
B-156 

B-157 

脇田商会 

（近日中、法人化予定） 

一般事務 

最寄駅は御堂筋線江坂  大手製薬メーカーでの請負業務 

月～金曜日 9：00～18：00  時間給 800～900 円 

パソコン必須、一般事務経験あればなお可 

B-160 
株式会社ケアーコミュニ

ケーションズ 
在宅介護ホームヘルパー 

勤務地は西宮～神戸  ヘルパー2 級以上  詳細はご相談  

時間給 1,050～1,500 円  交通費 420 円/1 件 

B-163 
①昼食づくりスタッフ 

（約 20～30 人分の調理） 

B-164 
②支援スタッフ 

（プログラムの企画運営など） 

V-24 

社会福祉法人 

木の芽福祉会 

(精神障がい者の地域生

活支援として小規模授産

施設、グループホーム、

生活支援センターを運営) 
③無償ボランティア（昼食・

夕食作り、話し相手、ふれ

あい喫茶、イベントほか） 

最寄駅は阪神御影  障がい者福祉に関心のある方を募集。

精神障がい者との関わり方などの講習を用意しています。 

①月・水・木曜日 9:30～14:00 

時間給 850 円 交通費上限 1 日 1,000 円  求人数 1 人 

調理師または栄養士の有資格者、経験者優遇 

②週 3 回（曜日応相談） 10:00～16:00（実働 5.5 時間） 

時間給：850 円 交通費上限 1 日 1,000 円  求人数 2 人 

③活動場所は東灘区、灘区の各施設 

活動日や時間はご相談させていただきます 

交通費実費（上限 1,000 円）  求人数 複数 

 
 
 
 
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 

90 Ｋさん（男性・40 才） クラブ運営等スポーツ関連 スポーツ記者、プロサッカーチーム広報担当を経験 

91 Ａさん（男性・54 才） 社会福祉の仕事 経理畑で 30 年、ガラス工芸作家にも、これからは社会貢献を 

92 Ｔさん（男性・31 才） ＮＰＯ系の介護の仕事 将来の夢は国際協力（高齢者、障がい者コミュニティ）です！ 

98 Ｔさん（女性・60 才） 調理師資格を活かせる仕事 複数のお店で製菓（和洋）を経験、ラッピングの資格もあり 

99 Ｓさん（男性・22 才） グラフィックデザイン 自分のセンスを活かしたい！ＷＥＢデザインも学んでいきます 

 
 

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

15 Ｎさん（39 才） 会計記帳代行 兵庫区 会計の煩雑さの軽減、解消をして社会の役に立ちたい 

17 Ｆさん（48 才） スポーツによる体力づくり 吉川町 ＮＰＯ法人取得、高齢者コミュニケーションへの展開が夢 

28 Ｏさん（50 才） お花の無店舗販売 東灘区 個性豊かに華やかにフラーワーアレンジメントいたします 

35 Ｓさん(65 才） フェアトレード・ショップ 東灘区 物品販売だけでなく喫茶コーナーも設け商品紹介したい 

36 Ｍさん(62 才) シニアのＩＴサポート事業 東灘区 ボランティア精神で活動するものの、場所探しに苦慮  

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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ワラビー主催の実務講習会が近づきました。まだ受付けていますので、関心ある方はすぐ申込むか、またはお問い合

わせください。開催日は、いずれも土曜日午後、11 月の第 1 週から 5 週連続、受講料は５回合計で 5,000 円です。 

プチビジネスオーナーの実務 ［時間 13:30～15:00 会場ワラビー］ 

11/5 事業を発展させるオーナー像 11/12 不動産探しと契約の注意点 11/19 会計・財務の必須知識 

11/26 資金調達・助成金獲得の知恵 12/3「人」に関するキーワード 

初めてのパソコン ［時間 13:30～15:00 会場パソコンネット・オクトパス事務所（阪神新在家）］ 

11/5 パソコンに触ってみよう 11/12「ワード」で文書を作ってみよう 11/19 インターネットを体験し電子メールを出してみよう 

11/26「エクセル」で何ができるのだろう 12/3「エクセル」を活用してみよう  

経理初心者コース ［時間 15:30～17:00 会場ワラビー］ 

11/5 基礎的知識 11/12 金銭出納 11/19 請求と支払 11/26 決算 12/3 給与計算 

       ※まずは、お電話下さい！ 078-841-0387 担当：いかわ、うめき 

                                 
 

                                 奥平 譲治さん（東灘区・78 才） 
光栄にもＪＲ住吉駅駐輪場管理スタッフの雇用契約をいただき、定年後長く職場がなかった

私にとって感激の就職です。あっちで断られこっちで断られ、年金だけではどうしても赤字にな

ってしまうのに困り果てていました。一方、精神的には自分や家族の死の迎え方や、死後の世

界はどういう所なのか、情報の足りなさにこころの重荷を感じていました。またこの一、二年身

体が目立って老化し始めていて、ウツなのか何事にも快感がなく、対策に迫られていました。 

ＣＳ神戸からいただく給料は、この中で今の私を幸せに潤しています。大変な感謝です。 また

人間の死というあの世への旅立ちに関しては、本紙第 10 号で求人団体として紹介された隠岐の

島の看取りの家「ＮＰＯ法人なごみの里」代表の柴田久美子さんのお話を伺ったことで大いに慰められました。そして死後の

世界については、聖書に併せてスウェーデンボルクやシルバー・バーチの言葉を読んで、最近では非常に心が平安です。 

身体の方は、遺伝子修復の健康サプリや含有有害成分を高温処理したにんにくに好結果を目下経験中。また勤務が

時間的に都合良いお蔭で、強力なマイナス･イオン発生器の無料体験場に４ヶ月通えた結果、頭の活力に著しい改善が

あり、また快眠快便です。最近の住民検診では血液データは完璧でした。 

至らないところだらけの私ですが、ＣＳ神戸の先輩同輩諸氏の親切なお教えと宥恕によって駐輪場利用者の方々に

大過なくお仕えすべく懸命の私です。 

 10 月１日（土）からゼミナール「立ち上げコース」「運営コース」（各５週連続）が始まります。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 ⑥⑥⑥「「「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」」」    

実実実務務務講講講習習習会会会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 

朝晩が涼しくなってき

て、ワラビーの秋は、

ＣＢフェアで始まりま

した。私の秋は山歩

き、コンサート、写団

の作品展…忘れてな

らぬは、毎週土曜の

ワラビーゼミナール

＆講習会。心豊かな

時間、新しい出会い

が楽しみです。  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。 

ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸




