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前号に引き続いてワラビー・アンケートの集約結果をお

知らせします。回答数はその後増え133人、送付先の23％

から返信をいただき、課題も明確になってまいりました。

結果の概要は以下のとおりですが、詳細はワラビーのホ

ームページに掲載中です。http://www.cs-wallaby.com/ 

ワラビー利用目的 

就業相談または受講（講座・ゼミ・サロン）のための利用

がいずれも３割強で、起業相談はその半分程度です。コミ

ュニティ･ビジネスの活性化につなげるためにも、起業相

談が増えることを目標の１つとしたいものです。 

相談とフォロー 

就業相談では約６割の方が未就業であり、起業相談で

も半数近い方が展望の見えない状況にあります。経済環

境の厳しい現実を垣間見る思いもありますが、ひるまず果

敢にチャレンジしていただき、なんとか成立に持っていき

たいものです。１割強の方からフォローがないとご指摘を

受けている点については、改善を心がけます。 

講座・ゼミ・サロンの受講 

半分近い方が「ベスト」ではなく、少し減点の「ベター」だ

ったのが気になります。多くの方から「ベスト！」とほめて

いただける内容を追求していきたいと思っています。 

利用した満足度と事後の変化 

「利用した満足度」や「今後も利用したいか」、「生活に

張りが出たか」などは、前号でお知らせしたように好ましい

評価をいただきました。 

別途、「ワラビーを利用し仲間ができた」＋「仲間探しを

始めた」が全体の５割、「地域問題に参加するようになっ

た」＋「参加したい」は全体の９割にのぼります。地域で大

きな役割りを果たしていると認められたことを喜び、こうし

た面にもさらに力を入れて行きたいと考えています。 

自由記述欄に寄せられた内容 

 「お世話になった」、「今後もよろしく」などのひとことメッセ

ージに加え、嬉しいおほめの言葉や有難いアドバイスも少

なくありませんでした。以下、いくつかのご感想やご意見と

ワラビーからのコメント（斜体部分）を記載します。 

１．利用してよかった 

・同じような志をもつ人を紹介してもらい人脈が広がった。 

・思うような就職活動ができない中、フォローの電話が暖

かく、落ち込んでいた気分をすくいあげてくれる。 

・真剣に聞いていただき、将来に対する指針をもらった。こ

こまで人生に深く関わってくれる場所は他にない。 

・地域に根ざした有益な情報があり、とても魅力的。 

ご利用者の生きがいしごと探しが、スタッフの生きがいしご

とです。さらに喜んでいただけるよう、一層努力します。 

２．ワラビーに期待している 

・ここで聞けば何でも教えてもらえるという気安さがある。 

・高齢化社会を迎え、「生きサポ」の役割はますます大きく

期待されている。さらに前進を。 

・ワラビーの働きが多くの人にわかるようＰＲしてほしい。 

ＮＰＯが運営するからこそ発揮できる特長を生かし、行政

にはない良さをさらに追求します。もっと多くの方に利用し

ていただくためＰＲにも力を入れます。 

３．改善してほしい 

・部屋に入るなり名刺を出され登録するよう迫られ、違和

感を感じた。気軽に入れる雰囲気ではない。 

・事務所の雰囲気が固く、相談員が高圧的に思えた。 

対応のまずさのご指摘はこの２件でした。名刺はオープン

当初ＰＲ用に用いた時期のご指摘かと思いますが、ご迷

惑をおかけしました。100％のご利用者に信頼していただく

ため、さらに細心の心配りで改善に努めてまいります。 

「頑張れよ」と言っていただいたワラビー・アンケート 

133 人（23％）が回答、課題が明確に 

◆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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Ｑ.「情熱の秘訣は？」、Ａ.「面白いからするだけ！」 
 12 月のサロンは、ゲストスピーカーに「WAC ゆずり葉」理事長の桑山信子さんを招き 10 日（土）に開催、サポーター

として同団体事務局長の石田淑子さんにもご同席いただきました。参加者は 15 人、福祉に関心が高い人ばかりでした。 

桑山さんは身内のお世話から介護をスタートしましたが、理想的な介護のための住環境として自宅を建て替え、小規

模デイサービスを始めました。在宅介護の負担を少しでも軽減するお役に立てればと、常に地域への貢献が視野にあり

ました。PTA 仲間だった石田さんとの二人三脚の歩みはまさに手づくり、いわば“オーナーシェフの心意気”と言えます。

制度があるからやるのではなく、自分たちが良いと思うサービスしかしなかったという道程でした。 

生き生きとしたお二人のトークに触発され、参加者からは夢や思いが噴出しました。話題は小規模多機能介護、シニ

アの生活支援、中国人向けデイ、障がい児の母親支援、福祉ＮＰＯの起業やヘルパー自身のレベルアップ策などです。  

質問も多く飛び交いました。Ｓさんの「情熱を持ちつづける方法は？」に、桑

山さんは「面白いからするだけ！」と即答。「しんどい顔せず何かしら楽しそう

にやってはる」ような動き方を心がけて来たそうです。「私にも福祉の起業がで

きる？」と尋ねるＮさんには、「何もしないデイが目標。相手は大人だから好き

にしてもらえばいい」と奥義を“指南”。ヘルパーとして向上したいＴさんには、

「自信の持てないことはしないほうが良い。苦手でも関わらないといけない場

合は、自信が持てるまでしっかりと技術を身につけること」など具体的にアドバ

イス。参加者にとって中身が濃く、満足度の高いサロンになったようでした。 

 
 
 
 

「採算よりもまず地域貢献！」と強烈な使命感 
明石在住の鷹濱百合枝さんが、訪問介護事業の起業相談にワラビーを訪れたのは今年４月下旬。そして、法人として

(有)ランクル福祉を立ち上げ、事業所「地域ゆりケアサービス」を開業したのが８月下旬。たった４ヵ月の“速攻”でした。最

初から事業計画も的確で自信に溢れていましたが、根底にあるのは使命感でした。相談時の「採算よりも、まず地域のた

めにやらなくちゃ」という言葉は印象的でした。だからこそ事務所探しも驚くほどスピーディーに進んだのでした。 

鷹濱さんの使命感の根源にあるのは、ご家族に重度の障がい者がいらっしゃることです。意識がほとんどなく人工呼吸

器の装着を要する身内の人を介護してきた１級ヘルパーのご自身と、関わってもらった介護チームの経験を財産として、

同様に重い症状の方の役に立ちたいという思いからの相談でした。最も重要な問題は、医療行為とされていた痰（たん）

の吸引が解禁されたことで、だから自分たちの経験を活かして地域に貢献できるというチャンスが巡ってきたことです。そ

れに加え、鷹濱さんには英語で介護対応ができる強みもあります。身体の不自由な人たちが、住み慣れた町で、自立し

た生活を送れるための支援が目的の新会社は、他にはない強みを持った事業所としてスタートしたのでした。  

必要人員確保など山積の難題もどんどん解決し、見事に事業は滑り出し始めました。新たなステージに立った鷹濱さ

んたち仲間 10 人は意気盛んに、早く軌道に乗せる努力を続けています。 

【 (有)ランクル福祉 地域ゆりケアサービス 】 

事業内容  介護保険事業・・・身体介護、生活援助 

障害者支援費事業・・・身体介護、家事援助、日常生活支援 

代   表  鷹濱 百合枝 （たかはま ゆりえ） 

所 在 地  神戸市東灘区魚崎南町８-８-１７ コーポ三好３０２ 

電   話  ０７８（４５１）７２８０    ＦＡＸ  ０７８（４５３）６１７２ 

営業時間  平日９：００～１７：００ 

起起起業業業サササロロロンンン「「「福福福祉祉祉サササーーービビビスススをををオオオーーーナナナーーーシシシェェェフフフののの心心心意意意気気気ででで」」」のののごごご報報報告告告   

起起起業業業事事事例例例「「「地地地域域域ゆゆゆりりりケケケアアアサササーーービビビススス」」」開開開業業業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 

地域ゆりケアサービスの活動拠点風景 

桑山さん（画面中央）と石田さん（左） 



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-186 
小規模作業所  

飛行船 

重度障がい者メンバーの介

助、介護と見守り及び事務業

務 (事務業務を伴わないパ

ート勤務も有) 

最寄駅は阪神大石  普通自動車免許  国籍不問 

月～金曜日 9：00～17：00  月額 150,000 円、交通費月額

上限 10,000 円、賞与別途  雇用・労災保険  求人数 1 名 

やる気や体力に自信のある方、パソコンできる方大歓迎！ 

B-187 
ヤングジョブスポット 

神戸 

講座・イベント企画運営に関

する諸業務 

最寄駅はＪＲ神戸  パソコン（ワード・エクセル）必須 

週 3～4 日（月 14 日以内） 10：00～19：00（うち 6 時間） 

時間給 800 円  求人数 1 名  雇用期間最長 6 ヶ月 

明朗で人と接することが好きな方（学生可） 

B-188 
脇田商会 

(2006 年度法人化予定) 
電話受付・事務 

最寄駅は地下鉄南港ポートタウン線ポートタウン東駅 

電話応対及びパソコン操作ができること 

週 5 日勤務のシフト制(週 6 日勤務有、1 日は休日出勤扱い) 

月額 158,000～193,600 円 (時間給 900～1,100 円)  

交通費上限なし 各種保険有 求人数 5 名 試用期間 3 ヶ月 

雇用期間 1 年(延長の可能性有) 身体障がい者の方相談可 

B-182 

特定非営利活動法人 

明日の歯科医療を 

創る会ＰＯＳ 

事務処理、雑務 

最寄駅は摂津本山  パソコン(ワード･エクセル)多少できる方 

週 2 日程度（曜日はご相談） 午前中の 3 時間 

時間給 750 円～（能力に応じて相談、昇給有） 

交通費月額上限 4,000 円  求人数 30 名  試用期間 1 ヶ月 

雇用期間 2006 年 2 月～2007 年 4 月末日 

私たちは、患者さんが主体となる歯科医療の実現をめざして

います。誠実な方のご応募をお待ちしています。 

 
 
 
 
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 

126 Ｋさん（女性・29 才） 障がい者のお役に立つ仕事 障がい児に対するボランティアを経験し、保育士資格を取得 

130 Ｋさん（男性・45 才） システム管理や顧客管理 コンピュータ専門学校での指導や企業内情報センターを経験 

131 Ｙさん（男性・55 才） 障がい児と絵を描く 映像関連の仕事を長年経験、保育士・ヘルパー資格めざす 

134 Ｔさん（女性・56 才） 趣味と経験が活かせる仕事 薬局事務を 30 余年、手芸やフラワーアレンジメントが好き 

135 Ｎさん（女性・51 才） やりがいのある仕事 秘書業務に自信有、賃金の大小ではなく納得のいく職場を… 

 
 

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

56 Ｎさん（57 才） 通所介護事業所の開設 尼崎市 現状の悩みは、ＮＰＯ ｏｒ 会社？ 事業内容の範囲は？ 

57 Ｓさん（39 才） 通所介護事業所の開設 東灘区 他にはない特色ある活動内容を提示していきたい！ 

61 Ｎさん（58 才） 産学連携コーディネート業 西宮市 テーマは、①既存技術･知識への付加価値 ②新規創出 

64 Ｒさん(48 才) 中国人向け高齢者の支援 長田区 中国語が通じるデイケアサービス施設を立ち上げたい 

65 Ｓさん（65 才） 高齢者介護の困り事支援 芦屋市 福祉業界での経験有、小規模で手軽な施設めざします  

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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次回サロンのゲスト･スピーカーは、震災をきっかけに東灘区に生まれたグループ「アタフタ

クッキング」の太美 京［たみ きょう］さん（79 才）です。 

太美さんが被災後の混乱の中で、ボランティアの若者や仮設入居の老人向けに 12 人の仲

間と始めた炊き出しは、やがて独り暮らしのお年寄り、病弱や障害の人たちなどへの配食サー

ビスに変わりました。メンバーはほとんどが 70 才を超えていますが、少しでも良い食材を安く仕

入れて美味しく調理するため、文字どおり「アタフタ」とがんばっていらっしゃいます。 

作業場と事務所を兼ねた厨房で太美さんを囲んで、この 10 年を振り返っていただきながら、

みんなでコミュニティ・ビジネスの真髄を考えたいと思いますので、奮ってご参加ください。 

日 時 １月２８日（土) １５：００ ～ １７：００     

  会 場 阪神御影市場 旨水館内「アタフタクッキング」（申込者には、追って地図をお送りします） 

  定 員 １０名（受付順）      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 

                                 
 

                                 筋師 米子さん（灘区・59 才） 
結婚してからずっと専業主婦で、職歴は娘時代に父の仕事をしばらく手伝っただけでした。

大震災で自宅が半壊したことが、遅まきながら将来を考えるきっかけにもなり、漫然と年をとっ

ていてはだめと考えるようになりました。高齢になってもできる仕事として着付けを習い始め、

一方で兵庫県が被災者のために実施した救済事業で色々な体験をさせていただきました。 

その事業の中でコミュニティ・ビジネス研修体験を推進していたのがＣＳ神戸で、私にとって

大きな意味を持つ出会いになりました。理事長の中村さんに勧められ、仲間と一緒にふれあい

喫茶の朝食版とも言える朝喫茶を始めました。その活動を後押ししてもらっているワラビーさん

に、今の職場で働いてみないかと紹介を受けたのです。 

親の先行きを考えて以前に取得したヘルパー資格が、思わぬ形で生きました。週３～４日の勤務ですが、同僚も利用

者さんもいい人ばかりで、とても楽しく働けます。利用者さんと話すことが楽しいし、症状が少しよくなって、例えば本読み

など今までできなかったことができるようになられると、すごく嬉しく思います。病気入院した利用者さんが退院後すぐに

「はるか」に行きたいとおっしゃったそうですが、私たちの働きが何らかのお役に立っているとしたら喜ばしいことです。誠

心誠意尽くせば必ず信頼され、お役に立てる仕事に就き、やりがいと充実感を感じながらの日々を過ごしています。 

 
 

 
 
 

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。 

【スタッフ紹介】 
 

コーディネーター 

毛利 真由美 

12月からワラビー

のスタッフになり

ました。人との出 

会いを大切に｢一期一会｣の精神で皆さ

んと関わっていきたいと思っております。 

一人でも多くの人に｢ワラビーで仕事を

見つけた。｣「ワラビーに相談して起業を

始めた。｣と言ってもらえるようサポートし

ていきたいです。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 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ⑨⑨⑨「「「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・・・ﾋﾋﾋﾞ゙゙ｼｼｼﾞ゙゙ﾈﾈﾈｽｽｽサササロロロンンン「「「食食食ををを職職職にににしししたたたアアアタタタフフフタタタ生生生活活活まままるるる 111000 年年年」」」開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ   

－ 4 － 

あったかデイサービス「はるか」 




