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ワラビーは、ご存知のとおり、（財）阪神･淡路大震災復

興基金を財源として兵庫県が NPO 法人 CS 神戸に委託し

ている事業です。他の生きがいしごとサポートセンターを

含め、従来の委託はこの３月で終了し、財源や経費予算

等々、４月から事業形態が大きく変わります。 

ワラビーはどうなるの？と、ご心配の向きもあるかと思

われますので、変更の内容など今後のことについて、Ｑ＆

Ａ形式でご説明します。 

 

■「来年度もワラビーはあるの？」 

兵庫県の優れた施策の 1 つとして社会的意義が大きい

事業であり、来年度も従来と同じ地域区分、同じセンター

数で継続されます。ただし、事業を任せる団体はコンペで

決まるため、ワラビーが継続できると決まっているわけで

はありません。募集要項に従ってエントリーする NPO 団体

の信頼性や企画内容の優劣が審査され決定されます。 

■「財源や経費予算はどうなるの？」 

生きサポ播磨の運営経費は、県の一般財源から充てら

れてきましたが、神戸・阪神地区も同様の形になります。  

また、委託金として事前に支給されていた資金は、補助

金に変わります。つまり、執行した経費実績を年度末に精

算する形になります。（上半期終了後の概算払いも可。） 

なお、神戸・阪神地区の年間経費枠は、１補助団体あ

たり１，７００万円で、従来比５００万円の減額になります。 

■「そのほかに変わる点は？」 

従来ワラビーは２年間の受託でしたが、来年度は１年

間だけになりました。県として事業継続の可否や補助団

体先などは、１年後にまた検討されることになります。 

また、活動の成果として、数値目標が導入されました。 

神戸・阪神地区の生きサポが達成すべき就業者数（有償・ 

無償ボランティアを除く）は年間１９０人、コミュニティ・ビジ 

ネス起業は２０団体という数値が示されています。なお、播

磨は１，０００万円の経費枠で、８０人、10団体です。 

■「ワラビーは、どのように対応するの？」 

今回の変更で、予算面の制約から活動を縮減せざるをえ

ない懸念もありますが、ワラビーはとにかく事業を継続させ

ることを第一義に、コンペ企画書を作り上げました。 
継続を目指すのは、従来の登録者をはじめ地域の人々の

ためにワラビーが不可欠と考えるからです。ＣＳ神戸はコミュ

ニティ・ビジネスの創業や支援に関する豊富な実績を持ち、

活用できるノウハウやネットワークが沢山あります。それをベ

ースに手厚いサポート活動をするワラビーこそ、真に地域に

必要な生きがいしごと探しへの発進基地と自負しています。 
■「今後どのようなスケジュールで進むの？」 

3 月末にコンペ審査会があり、応募団体がプレゼンテーシ

ョンを行います。結果は早急に決定され、各地域で４月から

の事業が開始されます。 

みなさん、ワラビーがまた来年度、従来同様に神戸東地

域で活動できるよう、どうぞご期待ください。 

■「来年度、ワラビー活動のポイントは？」 

継続が決まってからお知らせすべきことですが、企画書

に盛りこんだことを早耳で一つ二つ・・・。 
相談やマッチングなどの主要活動は従来どおりとし、就業 

・起業目標数は、前出の県が示す数値と同じです。達成に

向け、いっそうの活動を推進してまいります。 
講習会やゼミナールはさらに充実させ、サロンや情報誌

発行は毎月とします。ただ、２年続いた生きサポ合同フォー

ラムは、予算が不足気味で開催は不透明です。 
利用効率の面から、開設時間「午後７時まで」を「６時ま

で」に改めるとともに、駐車場は廃止します。 

震災復興基金での委託終了､ワラビーの今後は！？ 

事業継続をめざしてコンペ審査に応募 

◆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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仕事観や目標、達成ステップを明確にし専業主婦卒業を 
2月18日（土）10時、専業主婦卒業セミナー開講です。「チャンスの女神には前髪しかありません。来たっ！と思ったら

逃さず前髪をつかんでください。後姿を追いかけても、つかむところはありません！」と、講師の広野史子さん(37 歳)。 

広野さんは、自営業の夫と 5 歳の娘と暮らすキャリアアドバイザー。企業在職中は産休・育児休業取得後に復職、お

勤めワーキングマザーとして多忙の日々。自身の経験から仕事や生き方について戸惑いを感じている人や立ち止まっ

ている人の隣に寄り添うような支援ができればと転身し、今回このセミナー講師を務めていただきました。 

「今どき主婦のおしごと最前線として、ブランクの不安解消にはパソコンスキルやヘルパー資格などの“一芸”も必要」

「いずれなくなる扶養控除にとらわれず、190 万円以上の収入を獲得すれば、年金額も上昇し帳尻が合う」「政府も企業

も女性の再就職を望んでいる」「マザーハローワークの設置」など.のお話に、参加者の皆さんは納得という表情でした。 

講義の後はワークシート作成です。「子育て中は細切れでもいいから、仕事のために自分の時間を作る」をヒ

ントに日常スケジュールをつくり、ライフステージをイメージした生涯計

画を考え、課題が具体化されました。作業の中で各人の仕事観や目標、達

成へのステップを明確化することで、専業主婦卒業への道を見つけてほし

いというのが広野さんの狙いでした。 

最後の意見交換では、「夫が変わらないので自分が変わる」「夫は自営、私

は別の仕事を持ちたい」「仕事にはそれなりの対価がほしい」など“しごとに目

覚めた主婦”の発言が飛び交いました。なお、Ｏさん（55 歳）は、受講直後にや

りたい仕事と遭遇し、真っ先に女神の前髪をつかんだと喜ばれていました。 

 
 
 
 

足底反射療法、学習療法、そしてそして・・・ 夢は広がる 
介護の仕事に携わっていた岡本芳江さん(41 才)は、自分で納得できる介護をと独立し、在宅介護事業を始めてすぐ

思いがけない悲しい事件に遭遇しました。長田区で１人暮らしだった最愛の母が人知れず逝き、１週間以上も後で知っ

たのです。悲しみと悔いの中で、供養のためにもと今までにもましてボランティア活動に取り組み、それがやがてＮＰＯ法

人立ち上げにつながったのは自然の流れだったと言えます。 

まず取り組んだ活動は、介護の現場感覚から「足の大切さ」に着目した足つぼの刺激や、四肢の拘縮を和らげるマッ

サージです。介護保険外サービスとして、訪問による安価な施術を心がけていますが、利用者獲得は予想以上に困難

でした。無料体験で良さを味わってもらって利用につなげようと思っても一過性のボランティアに終わったり、健康器具販

売かと警戒されたりの苦労が続きました。しかし、地道な努力は徐々に実りつつあり、これからが楽しみです。 

「学習療法士」の岡本さんは、認知症の予防と改善のために「脳を鍛える」活動にも力を入れて行きたいと考えていま

す。今年 5 月、ＣＳ神戸が魚崎地区で開設する「脳の健康教室」での実践面を引き受けることになっています。 

ケアットの夢は、さらにどんどん膨らみます。「音楽療法」「お笑い療法」などの専門担当者もそろい、「足」と「脳」を  

含めた４つの「非薬物療法」で地域に貢献できる体制の充実が進んでいます。 

活動の中で、高齢者や障がい者のなまの声を聞くことが少なくありません。

今後は高齢者の介護予防だけでなく、障がい者の就労のお手伝いができれば

という難題にもチャレンジしたいと考えています。 

【 NPO 法人ケアット 】 

所在地  神戸市東灘区魚崎中町２－３－５  

理事長  岡本 芳江     

Ｔel ０７８－４３５－６９１９  Ｆａｘ ０７８－４３５－６９２０ 

専専専業業業主主主婦婦婦卒卒卒業業業セセセミミミナナナーーー「「「おおお仕仕仕 事事事でででつつつかかかもももううう女女女 神神神 ののの前前前 髪髪髪」」」のののごごご報報報告告告   

起起起業業業事事事例例例「「「ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ法法法人人人ケケケアアアッッットトト」」」立立立ちちち上上上げげげ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 

自称“プチ女神”の広野さん(左から２番目) 

イベントでも大活躍の岡本さん 



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-212 脇田商会 
プログラマー研修生、 
電機制御技術研修生 

最寄駅は門戸厄神  月～金 9：00～17：00  研修期間（1 年）

は時間給 800 円  現場手当、能力給有  交通費全額  各種

保険有  試用期間 1 ヶ月  研修後正社員登用  求人数 3 名 

B-213 医療法人社団  伍仁会 

①看護師、准看護士 

②常勤看護の補助 

（バイタルチェック、 
薬剤管理） 

最寄駅は地下鉄大倉山  ①シフト制（早出 7：45～17：:00、   

遅出10：00～19：15、夜勤18：00～9：00） 週休２日、有給休暇有 

月額 250,000 円～  賞与未定（3 ヶ月程度）  交通費月額上限

50,000 円  各種保険有  試用期間 3 ヶ月  求人数 3 名  

②週５日  半日程度の勤務  詳細はお問合せください 

①②共に勤務開始は 8/１～ 

B-215 
特定非営利活動法人 

にじのかけ橋 

 

ヘルパーコーディネーター 

及び ヘルパー 

 

最寄駅は阪神御影駅  月～金 9：00～18：00（休憩 60 分） 

月額 155,000～160,000 円  交通費上限 20,000 円 

各種保険有  勤務開始即日  試用期間 3 ヶ月  ホームヘル

パー1 級、普通運転免許、年齢不問 経験者歓迎  求人数１名 

B-217 
ＮＰＯ法人 コミュニティ・ 

サポートセンター神戸 

ＮＰＯ、コミュニティ・ビジネ
ス（ＣＢ）などで働きたい
人や起業したい人の相談
を受け、就業斡旋や各種
アドバイスを行う 

最寄駅は JR 住吉駅  火～土 10：00～18：00  試用期間（3 ヶ

月）は月額 15 万円、正式採用後月額 17 万円～  各種保険有 

交通費全額支給  勤務開始 4 月～  事務職・社会経験、パソ

コン操作、ＮＰＯ活動やＣＢへの理解、社会貢献意欲、傾聴能力

求む  求人数 1 名  勤務開始 4 月  ※履歴書、課題文提出 

V-030 
ＮＰＯ法人 

デイ・ステーション 
たるみ・ともの家 

①看護師 

②歯科衛生士 

最寄駅は JR・山電・垂水駅  ①機能訓練指導 ②口腔衛生の

話、嚥下の指導  月火木土のいずれか１～２日、午後の１～２

時間  謝金は 1 回 2,000 円～ 交通費別途  求人数各 1 名 

 
 
 
 
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 

167 Y さん（女性・39 才） 絵画及びイラストの仕事 商店街の依頼でチラシを作成したり、絵を描いたりしています 

178 Ｎさん（男性・49 才） 事務的補助・送迎の仕事 事務経験豊富、人に喜ばれる仕事を第一に考えています 

181 Ａさん（男性・64 才） どんな仕事でもしてみたい 独学でパソコンの勉強を始め、やる気は満々です 

184 Ｔさん（男性・60 才） 福祉･介護･災害救助関係 総務の仕事 OK 、震災アドバイザーや語り部もしています 

185 Ｙさん（女性・57 才） 介護・福祉関係 週に 3～4 日の勤務希望、時間的には融通がききます 

 
 

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

75 N さん（44 才） 子育て支援 広域 今までの人生経験を踏まえて子育て支援をしたい 

76 Ⅰさん（62 才） シニアライフ情報提供 広域 介護体験の情報があるので、必要な人に提供したい 

79 Y さん(25 才) サイト運営会社 東灘区 精神障がい者を雇用し、サイト運営を手伝ってもらう 

80 Ｈさん（57 才） 高齢者福祉の仕事 神戸市 自分の親にできなかったことを他の人のためにしたい 

81 Ｓさん（32 才） 4 年生以上の学童保育 神戸市 母親が雑談を楽しめ子供が長時間居られる場所づくり  

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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                                井出 袈裟
け さ

市
いち

さん（西宮市・67 才） 
定年退職したとき、その後の過ごし方を方向付けるきっかけとなったのは兵庫県の主催する

「シニアしごと創造塾」で、その縁で「パソコンネット・オクトパス」を知り、今日に至ることが出来ま

した。退職後は社会との繋がりを保ちながら何らかの役立つことをと願っていた折に、このような

チャンスに巡り合えたのはラッキーだったと思っています。 

もともとパソコンには関心が高く、現役時代に業務への活用に素人ながら熱中した経験を生か

すこともできる充実した毎日ですが、それ以上に生きがいを感じているのは、やはり多くの受講

生さんやＮＰＯ、ボランティアグループの皆さんとの交流です。皆さんのために多少なりともお役

に立つことができ、さらにはそれが皆さんを取り巻く社会にも還元されるとなると、私自身にとってもこの上もない喜びです。  

「パソコンネット・オクトパス」は、初心者はもとよりもっとレベルアップを図りたい方をも対象としたパソコン教室として全て

個人レッスンで運営しております。震災復興のため「生きがいつくり」と「地域社会への貢献」を理念としてＣＳ神戸の下部組

織としてスタートしましたが、独り立ちしてからもＣＳ神戸やワラビーとは強い連携の下、多大なご支援を頂きながら運営され

ています。 今後とも、ＣＳ神戸、ワラビー、受講生さんやその他の多くの方々との繋がりを大切にしながら、なお一層お役

に立つことが出来るよう願っております。 

 

 
 

 
 
 
 

平平平成成成１１１７７７年年年度度度「「「ワワワラララビビビーーーののの活活活 動動動成成成 果果果 」」」ごごご報報報 告告告（（（111111 ヶヶヶ月月月ののの速速速報報報）））   
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年度末を迎え、今年度ワラビー活動の成果を概略ご報

告します（2005/4/1～2006/2/28 の 11 ヶ月間）。 

相談件数は約8,900件、総面接者数は約1,400人です。

うち新規求職者は、起業希望 78 名、就職（ボランティア

含）希望 177 名（年齢別割合は右グラフの通り）でした。 

起業実績は 27 団体で、その従事者は 75 名となりまし

た。事業分野としては、福祉系が 3 割超で、情報系、学

術・文化・芸術分野もやや多くなっています。 

総求人数は 473 名で、情報通信、サービス業、医療・福

祉の分野の求人が 7 割超でした。就職成立者は 95 名、う

ち 55 歳以上の常用雇用が 32 名にも上りました。他に、有

償・無償ボランティア 80 名のマッチングが成立しました。 

◆年齢別就職希望者内訳◆ 

◆年齢別就職成立者内訳◆ 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ⑪⑪⑪「「「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」」」    

編集後記 

春！１年で最も良い

季節！ピカピカの新入

生も見かけますね。 

でもワラビーは、まだ

これから入試ならぬコン

ペという試練を乗り越え

なくちゃ。無事合格し、

爛漫の春を迎えたいも

の。花を愛でながらの

新しい門出は、すぐ目

前なのですが・・・？ Ｍ 

〒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。 

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） 
＊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。 

パソコンネット・オクトパス 

４月１５日（土）午後２～４時 子育て支援・交流サロン「親は子の羅針盤」 詳細はワラビーまでお問合せ下さい！ 




