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 先日実施のワラビー・アンケートには、多大なご協力

をいただきありがとうございました。過去に相談などで

ご利用いただいた登録者 578 人に送付したところ、２割

を超える 127 人から回答をいただきました。 

「ワラビーを利用し満足していますか」に 82%の方が

「とても満足」か「比較的満足」とお答え下さいました。

他の設問でも同様に、概ね現状肯定の結果が出て、ス

タッフ一同ホッとしています。ただ、やはり満足度 100%

を目指すべきであり、そのための反省や改善への努力

目標が明確になったといえます。 
 

◇ワラビー・アンケート集計結果抜粋◇ 2005/11/16 集計 

· 回答者の年代別割合は登録者に比例して、男性は 50～

60 代、女性は 40～50 代が６割を占めます。 

· ワラビー利用目的のトップは講座・サロン等 34％、就業

33％、起業 18％、その他 15％と続きます。 

今回のアンケートは、県内６ヵ所の生きがいしごとサ

ポートセンターが共同で実施しました。結果を集約・分

析し、事業委託者の兵庫県にもオープンにして、この

事業の将来方向を共に考える資料にして行こうと考え

ています。経済効果の側面なども検討材料になります

が、何よりも利用者の満足度が重要であり、その点で

貴重な資料が得られたと、ご協力に感謝しています。 

今号では、とりあえずワラビー・アンケートの主要点

のみお伝えします。なお、全貌はホームページに掲載

しますので、興味ある方はぜひ覗いてみてください。 
 

 

· ワラビー利用により生活に張りが出たと回答された方は

８割に上ります。 

· 利用満足度は「とても満足」「比較的満足」の計が８割

超、９割以上が再利用の可能性ありと回答されました。 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました 

さらに満足度 100%を目指して頑張ります！！ 

◆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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利用による変化について（生活の張り）
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“石川語録” 「自分のやりたいことが起業の原点だけど…」etc. 
 10 月の毎土曜日に開催したゼミナールは、「起業と運営を成功させる手法が具体的に学べた」「講師陣が充実してい

て、中身の濃い講義が聴けた」と受講者から好評を得ながら閉幕しました。 

シリーズの最終は、龍谷大学経済学部の石川教授による運営コース事例研究でした。現代的貸家業、環境 CSR 報告

書作成の受注、シニア向けパソコン教室、病児保育、廃食油の車燃料代用、精神障害者の社会復帰支援、地域住民の

たまり場づくりなど、多種多彩な受講者の思いや実状に対しアドバイスがなされました。例えば、Ｓさんの思い「販売業に

携わった経験を生かし、派遣社員の人材育成に関わりたい」に対し、石川教授からは「自分のやりたいことをやるのが起

業の原点だが独りよがりはダメ。どこでニーズがあるかを見つけること。名刺に〈販売員育成コンサルタント〉と刷り、『お

宅の会社の販売員の教育を担当させてほしい』と尋ねてみては？」。S さんは「ナットク！」という表情でした。 

 その他にも、「どんな人に集まってほしいかをきちんと決めないと、望む人は

集まらない」「ＮＰＯは出資の概念がないし、ボランティア理事が多数派を占め

るなど経営責任が不明確になりやすいから、ビジネスの事業形態としては不

向きな面がある。それぞれ出資し、経営し、働くワーカーズコレクティブの方が

良いのでは。ワーコレは、６００団体ほどあるが一つも破綻していない」など、

“石川語録”が続き、予定時間が終わっても誰も席を立ちませんでした。座は

いつしか交流サロンになり、缶ビールを片手に談論風発、思いがけなく楽しい

「ゼミナール打ち上げ」風景が出現したのでした。 

 
 
 
 

“ＳＯＳ”が原動力！「目指せ！ＮＰＯ会計担当の負担軽減！」 
この 11 月、ワラビーは実務講習会を集中的に開催していますが、その中の一つ「初心者の経理知識（５回シリーズ）」

は、相生市や福崎町をはじめ、かなり遠距離からの受講者もいらっしゃいます。経理を学ぶニーズが高いことの表れでも

ありますが、講師が荻野俊子さんだから受講したかったという方もいらっしゃいます。 

荻野さんは、知る人ぞ知る NPO 会計のエキスパートです。ＣＳ神戸が経理部門を強化するために設けた会計センター

の責任者を務めていましたが、この 4 月に独立し NPO 会計支援センターを開設しました。それまでの６年間、ＣＳ神戸の

業務だけでなく、他の NPO 団体からさまざまな会計面の相談を受けていました。各団体はミッション実践活動に力点を置

きがちで、裏方的な経理面はなおざりにされることが少なくありません。だから、荻野さんに「教えて！」と SOS を発信する

団体が後を絶たず、日常の担当業務と外部への支援活動の両立を図る必要がありました。それが独立して開業するため

の原動力になったと言えます。 

独立後はＣＳ神戸も受注先の一つですが、多くの団体に会員として参加してもらい、会計業務の負担軽減だけでなく、

関連するさまざまな課題の相談にも気軽に応じ、より満足度の高い支援をしていきたいと考えています。 

会員獲得のツールとして、NPO のために開発された ee-会計ソフトがあります。会員と荻野さんが離れた場所にいなが

ら、インターネット上で同画面を見て相談・指導ができます。年会費が１万円と安価

なこともあって会員は徐々に増えていますが、会計サポーターの派遣やソフト使用

料などがかさみ、運営が軌道に乗るにはもう少し時間がかかりそうです｡ 

連絡先 ： ＮＰＯ会計支援センター   代表 荻野俊子 

       〒665-0831 宝塚市米谷 2-2-24    

電話 090-8162-5543  E-MAIL： npokaikei@mbp.nifty.com 

         URL：http://homepage2.nifty.com/npokaikei-center/ 

ゼゼゼミミミナナナーーールルル「「「コココミミミュュュニニニテテティィィ・・・ビビビジジジネネネススス立立立ちちち上上上げげげ・・・運運運営営営コココーーーススス」」」好好好評評評裡裡裡ににに閉閉閉幕幕幕   

起起起業業業事事事例例例「「「ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ会会会計計計支支支援援援セセセンンンタタターーー」」」開開開設設設のののごごご紹紹紹介介介   
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起業のご相談はワラビーまで 

経理実務講座で講義中の荻野さん 

ゼミナールで話す石川さん(画面中央) 



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-176 
ＮＰＯ法人 東灘地域 

助け合いネットワーク 

生活の身近なお困りごとのサ

ポート（家具の移動、荷物の

運び、ゴミ出し、リサイクル品

の荷物の引き取りなど） 

最寄駅は阪神御影  普通自動車免許、ヘルパー資格 

週１回程度（不定期・先方の依頼に応じてご相談） 

時間給 700～840 円  ボランティア保険加入 

健康で力のある方、大歓迎！ 

B-177 あかね在宅介護 
訪問介護（生活援助・身体介

護）、ガイドヘルパー 

勤務地は神戸市東灘区～垂水区  普通自動車免許、ヘル

パー2 級以上  勤務日時はご相談  時間給：生活援助

1,200 円～、身体介護 1,700 円～  求人数若干名 

あなたの優しさを活かしてみませんか？ 年齢の高い方でも

体力に自信があればＯＫ 

B-181 
ケアウィング 

訪問介護ステーション 

訪問介護 
（生活援助・身体介護） 

勤務地は神戸市東灘区～中央区  ヘルパー2 級以上 

年齢は問いませんが、バイクの運転ができることが望ましい 

週 3 日程度 9：00～18：00 の間で 2 時間程度 

時間給：生活援助 1,300 円～、身体介護 1,800 円～ 

求人数 2 名 

B-182 わんぱく有限会社 

ＶＥＬＯＴＡＸＩ（ベロタクシー） 

ドライバー（ドイツ生まれの 

自転車タクシーの運転手） 

最寄駅は神戸市営地下鉄海岸線みなと元町  普通自動車

免許または普通自動二輪免許  20 歳以上の健康な男女

で、自動車またはバイクの運転経験のある方 

雨天でない日の 11:00～日没までの 4 時間以上（休憩含む） 

100％完全歩合制  会社との業務提携による個人事業 

総合賠償保険（対人、対物）加入  求人数 30 名 

業務提携いただく方には事前にドライバー研修あり 

 
 
 
 
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 

C57 Ｋさん（女性・40 才） ケアマネージャーのパート職 家族と過ごす時間を増やすため、拘束時間の短い職場希望 

118 Ｏさん（男性・54 才） 「ゆったり×社会貢献」の仕事 例えば田舎で日曜大工…資格は１級建築士、１級施工士他 

119 Ｏさん（女性・34 才） 作り上げていく仕事 企業本社での人事、広報、企画、制作の経験を活かしたい 

120 Ｔさん（男性・19 才） できることからはじめたい 来春に夜間高校を卒業、パソコンをさわることが大好き！  

123 Ｎさん（女性・44 才） 人と関わる事務仕事 人材コーディネート業務を経験、末長く続けられる職場希望 

 
 

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

54 Ｍさん（52 才） 新「スペース＋創造活動」 神戸市 20 年のギャラリーでの経験を活かし新展開をめざします 

55 Ｋさん（39 才） 精神障がい者支援 洲本市 社会復帰、社会活動参加のため収益事業等検討中です 

59 Ｔさん（53 才） ＮＰＯによる地域貢献活動 小野市 起業仲間は看護師、療法士、美容師、カルチャー講師等 

60 Ｓさん(35 才） 接客のプロ育成等 神戸市 接客業、販売サービス業の経験から、仕事の仕方を形に 

61 Ｔさん(60 才) 外国人留学生家族の支援 神戸市 ＮＰＯ法人格を取得して、収益事業の展開も図りたい！  

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。 

－ 3 － 



 
 

 
人間としての尊厳を守り、齢を重ねた幸多き高齢者と最期まで過ごす、愛あふれる看取りの

家からのメッセージをお届けするミニフォーラムを開催します。 

１９５２年島根県出雲市に生まれた柴田久美子さんは、大手外資系企業勤務やスパゲティ

店経営などの経験の後、老人介護の世界に導かれ、福岡県内の老人保健施設や特別養護老

人ホームに６年余り勤務されました。１９９８年、人口約７５０人の知夫里島（島根県隠岐諸島）

に移住、２００２年５月にＮＰＯ法人看取りの家「なごみの里」を開設されました。終末期を迎え

た幸齢者さん、ボランティアさん、スタッフの方々と共に生活しながら、看取りの現場で学んだ 

「死の尊厳」と「生きる力」を人々に伝えたいと小中学校へ、また全国各地へと語り継ぐ活動を行なっておられます。 

日 時 １２月１７日（土) １５：００ ～ １７：００ 

  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：いかわ、うめき 

                                 
 

                                 林 孝義さん（茨木市・63 才） 
昨年末に会社を退職し、今春、箕面市と茨木市にまたがる新しいまち“彩都”に引っ越してきま

した。現役時代は仕事中心の毎日でしたが少なからず成果も上げ充実したやりがいのある仕事

ができたと自負しています。新しいまちの暮らしに少しずつ慣れるにしたがい｢自分は何かやり残

している事があるのではないか？｣｢自分にもまだまだやれる事が残っているのではないか？｣と

いう思いが強まってきました。しかし何がしたいのか判らないまま日々を過ごしていたある日、

「生きがいのある人生を自分で開拓していく人…」というCS神戸のスタッフ募集チラシが目に止ま

り、目の前に道が開けた思いでその日に応募。今年 8 月から「彩都コミュニティひろば」の一員と

して地域のコミュニティづくりに参画させていただくことになりました。 

今まで仕事にかこつけて地域の活動にはほとんど無関心な私でしたが仕事を通じて地域の皆さんとの交流も始まり、

日々新鮮な喜びを感じています。住民が汗を流して準備した彩都の夏祭り、子育てサークルの生き生きとした活動、シニア

サークルやコーラスサークルの立上げなどいままで見えなかった世界が見えるようになりました。私自身は地域のコミュニ

ティづくりに役立ちたいという思いばかりでなかなか仕事もはかどらず悩みも多い毎日です。新しいまち彩都が“夢のあるま

ち・心豊かな故郷のまち”に育っていくことを願いつつ私自身も夢を追っていきたいと考えるこの頃です。 

 

 

 
 

 
 
 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ⑧⑧⑧「「「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」」」    

ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ・・・ＣＣＣＢＢＢミミミニニニフフフォォォーーーラララムムム「「「幸幸幸 齢齢齢 者者者 ととと生生生 きききるるる」」」開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ    

－ 4 － 

編集後記 

月１回程度開催する

サロンには、登録者

の方から初めての方

まで、本当に大勢の

方にお越しいただきま

す。そして、私達は毎

日が地域サロンのよう

に気軽にお立ち寄り

いただける場所になり

たく、いつでも皆さまを

お待ちしています。 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。 

彩都まちづくり館 彩都コミュニティひろば 

１２月１０日（土） 起業サロン「福祉サービスをオーナーシェフの心意気で」 

１２月１３日（火）～１７日（土） ハワイアンキルト展「ｍｉｌｉｍｉｌｉ」   ☆ 詳細はワラビーまでお問合せ下さい ☆ 




