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先月号の本誌でコンペ応募についてお知らせしまし

たが、幸い新年度も事業継続できることになりました。

多くの方にご心配いたき、ありがとうございました。 

２００４年以来３年度目を迎えたワラビーは、事業費

縮減など兵庫県の設定条件に変更がある中、さらに企

画に磨きをかけてレベルアップした活動を目指します。 

以下、今年度の事業計画の要点をご説明します。 

１． 事業体制 

開設日時 火～土曜日 午前 10 時～午後６時 

（祝日、年末年始・夏期休暇を除く）     

スタッフ 常勤（専任）３人 非常勤４人 
 

２．事業内容 

①情報提供・相談業務・無料職業紹介事業 

ホームページ、情報誌（毎月）、メルマガ（毎週）など

を活用して情報を提供します。相談者増と共に求人

票の収集やニーズに沿う人材確保にも努めます。    

②講習会・セミナーなどの研修事業 

バラエティに富んだ各種メニューを計画しています。 
 
◆基礎知識や実践的知識が学べる 

ＣＢゼミナール 
ＣＢに関する基礎講座で就業・起業を

問わず受講できる初心者コース 

実務講習会 
ＣＢなどの起業、ＣＢなどへの就業の

ために必要な実践的知識を習得する 

起 業 体 験 者   

セミナー 

ＣＢ起業経験者の体験事例に学びな

がら、自身の起業を検討する 
 
◆技能や資格取得、スキルが学べる 

パソコン講座 
ＣＢなどへの就業支援の一環として、

パソコンスキルを取得する 

経理初心者講座 
ＣＢなどで経理事務を担当するため

に、必要な知識技能を学ぶ 

ＮＰＯ会計講座 
ＮＰＯ会計専用ソフトによる経理事務

処理を学ぶ 

 

◆ＮＰＯやＣＢの実際を知るツアー 

ワラビーツアー 
ＮＰＯやＣＢの実際を見て、その概要

を知る（２．５時間） 

ＮＰＯツアー 
ＮＰＯやＣＢを実地に学び、その現状

と課題を知る（半日） 

※日程、受講料などの詳細は追ってお知らせします。

受講ご希望の方は、お早めにお申込みください。 

③ＣＢサロン 

起業・就業を幅広く捉え、啓発・広報目的も兼ねて毎 

月開催します。ざっくばらんな交流の中から、新たな

芽が生まれます。ふるってご参加ください。 

④インターンシップ事業 

学生や社会人向けに企画した実践コースです。プロ

グラムは、各人の研究目標に応じご相談します。 

◆起業や就業への実践的ノウハウが学べる 

起業研究員 

主に企業人及び企業ＯＢ対象の、地

域貢献活動やＣＢ事業立上を検討す

る実践的個別研修 

インターンシップ 

主に学生・企業人を対象に、ＮＰＯや

ＣＢ、就業や起業も含め研究したい人

への導入研修 

※お申込みは随時受付、詳細はお問合せください。 

⑤専門家派遣事業 

起業支援のため、委嘱コンサルタントを派遣します。 

⑥オリジナル企画事業 

 ・団体支援を目的としたＣＳ神戸独自の助成金制度 

・起業志望者にテストラン用の家賃・ＰＲ費用を補助 

・企業と連携したシニア就業・起業・ボランティア支援 

・トータルケアシステムとの連携による、介護保険枠外 

サービス事業での就業・起業・ボランティア支援 

・「脳の健康教室」サポーター育成支援 

・農業就労、援農サポートへの可能性調査 

コンペ合格！今年度もワラビーは継続します(^o^)/~ 

－ さらにレベルアップした３年度目へ － 

◆兵庫県の事業補助を受け、就業・起業のサポート事業を行なって

います。厚生労働省認可「無料職業紹介所」です。 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 
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予想を超える多数の受講者は、講師陣もビックリの熱心さ 
3 月 25 日・4 月１日（両日とも土曜日）、東灘区民センターで標記の講座を開催しました。350 万人もが利用する介護保

険制度を補完し、高齢者等の生活や財産を守る成年後見制度ですが、利用者が 7 万人と極端に少ないのが現状です。

そこで、制度を理解し身近な相談にのれるアドバイザーを増やす目的で講座を計画したところ、予想を上回るほど申込

みが殺到し会場は満杯。嬉しい悲鳴をあげながら、社会的ニーズの高さを改めて知る機会になったのでした。 

講座主要部分の講師は、明石のＮＰＯ法人成年後見あんしんネットワーク・子午線ネットの皆さんで、専門家として具

体的な経験を交えての講義でした。その講師陣が驚くほど受講者は熱心で、難しい法律論にも拘わらず、真剣に耳を傾

けメモを取る姿が目立ちました。両日とも質疑応答タイムは、矢継ぎばやの質問で時間が足りないほどでした。 

事後アンケートではフォローアップ研修を希望する声が多く、継続した取り組みが求められています。今後トータルケ

アシステムとの連携の中で検討していきますが、まずは下記のサロンを企画しました。講座受講如何を問わず、身近な

問題として関心ある方が対象です。講座の人気から考え、早い定員到達が予測されますので申込みはお早めに。 

交流サロン「身近に考えてみよう、成年後見制度」 

日 時 ５月２０日（土) １４：００ ～ １６：００     

会 場 生きがいしごとサポートセンター神戸東（ワラビー） 

ゲストスピーカー  ＮＰＯ法人成年後見あんしんネットワーク・子午線ネット 

対 象 講座受講者および未受講でも制度に関心が高い人 

定 員 ２０名（受付順）    参加費 ５００円(茶菓代) 

＊まずは､お電話ください！TEL:078-841-0387 担当:うめき・なかお 

 
 
 
 

個人で？ 法人で？ 起業するにはどちらがいいの？ 
起業しようと思いついても、具体的にどう動けばいいのか分かりにくいものです。 

ワラビー相談に来ていただけばいいのですが、その前にちょっと勉強しておきたい方むきに、このシリーズを始めます。 

「もっとこんなことを知りたい」ということがありましたら、ぜひワラビー宛にご要望をお寄せください。 
 

ＣＢ（コミュニティ・ビジネス）は事業の形態を問いません。つまり、個人事業でも、ＮＰＯでも、株式会社でも、その他ど

のような法人形態でもＯＫです。それぞれの特徴を理解し、自分に合った形を選んでください。 

個人事業と法人を設立する場合の、それぞれのメリット・デメリットについて考えてみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上表から、組織として社会的な信用を得ながら発展させていく事業を考えるなら法人形態をとることが望ましく、あまり

資金をつぎ込まないで個人的な信用を勝ち取りながら進めて行く場合は個人事業が向いていることがわかります。 

生生生きききがががいいい学学学習習習「「「成成成 年年年 後後後 見見見アアアドドドバババイイイザザザーーー養養養 成成成 講講講 座座座」」」のののごごご報報報告告告   

誌誌誌上上上相相相談談談シシシリリリーーーズズズ「「「知知知っっっててておおおきききたたたいいいＣＣＣＢＢＢ起起起業業業」」」（（（１１１）））   
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起業のご相談はワラビーまで 

居並ぶ講師陣へ熱気ある質疑の波が続く 

個人事業 法 人  
メリット デメリット メリット デメリット 

経営面 
開業や運営の事務が

簡単でコストが安価 
信用や資金 調達力に

限界がある 
社会的信用が大きい 
資金調達がしやすい 

事務や記帳が煩雑 
税務申告が難解 

法律面 
設立手続きや登記が

不要 
事業失敗時、個人が無

限責任を負う 
出資者の責任が限定

される 
設立手続きが必要 

税金面 交際費の限度額なし 節税策が比較的少ない 節税策が比較的容易 交際費が制限される 

人材面 社会保険料負担不要 人材確保が難しい 従業員が集めやすい 社会保険料負担必要 



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-222 
特定非営利活動法人 

兵庫セルプセンター 
営業 

最寄駅はＪＲ灘・阪神岩屋  普通自動車免許  資格不問  

ワード・エクセル必須 年齢 20～40 歳 月～金曜日 9：00～18：00 

月額 176,000 円 賞与無 交通費月額上限 15,000 円 健康・雇用・

労災保険  求人数 1 名 試用期間 1 ヶ月 

 

B-228 

 

NPO 法人福祉ネット寿 

花家族介護事業所 

高齢者・障がい者の 

居宅介護及び移送 

最寄駅はＪＲ六甲道  正･准看護師  障がいに理解のある方 

月～金 時間は応相談  時間給 1,200 円  交通費月額上限 

10,000 円  雇用・労災保険 求人数 2 名   

試用期間 7 日程度 試用期間終了後採否を通知 

B-229 

医療法人社団大智会 

市橋クリニック 

訪問介護ステーション モモ 

訪問介護 
（ホームヘルパー） 

勤務地は神戸市東灘区・灘区・中央区・芦屋市 

ホームヘルパー2 級  時間・曜日は応相談 

時給 1,100～1,600 円 交通費支給  試用期間 6 ヶ月 面接随時 

M-012 

全国「うまいもの市」 

協会 

（食材生産者と消費者の

マッチング） 

パートナーズメンバー 

活動場所は全国エリアで計画 （拠点は神戸市垂水区） 

活動日 週 1～2 回 1 日 4～5 時間程度（応相談）           

謝金 2,000 円～  交通費全額支給  募集人数 20～30 名  

入会金別途 1,000 円が必要   

Ｖ-031 
ＮＰＯ法人コミュニティ･ 

サポートセンター神戸 
無償・事務ボランティア 

最寄駅はＪＲ住吉  パソコン（データ入力）、印刷、発送作業ほか  

ボランティア保険加入 月 1 回～ 3～4 時間程度でご相談 

Ｖ-032 
神戸東部・ 

ＮＰＯサービスセンター 

有償・家事援助ボラン

ティア 

活動場所は灘区、東灘区内  ゴミ出し・病院の付き添い・見守り・

書類代行事務・掃除・買物・調理ほか   謝金 1 時間 600 円 

交通費実費  ボランティア保険加入  募集人数 20 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 

190 O さん （62 才） 明るく健全な仕事を 化学・薬品に詳しい。適応力あります。役に立つ仕事をしたい 

192 T さん （56 才） 太極拳指導 太極拳を、息長くつづけてみませんか？指導します。 

195 T さん （21 才） 機械制御・シーケンサ CAD、PCの自作、フォークリフト操縦可。ものづくりに興味あり 

198 K さん （37 才） 学童保育に関わる仕事など 学童で育った経験を生かして、パートで働きたい！ 

010 I さん （45 才） 教えるボランティア 幼児・児童、日本語教師を希望しています。 

 
 

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

41 Ｉ さん（31 才） CSR コンサルティング 関 西 環境や食の安心に取り組む企業の売上＆イメージアップを応援 

82 H さん（42 才） 神戸東部識字教室 東灘区 不登校生や義務教育の受けられなかった方の力になりたい 

84 T さん（27 才） 人材派遣業 西宮市 中国人留学生として卒業後、国内外の人に情報提供したい 

85 N さん（55 才） 生ゴミ堆肥づくり 垂水区 家庭の生ゴミを堆肥にして、農作物栽培に役立てたい 

06 I さん（50 才） 障がい者支援 須磨区 軽度発達障がいを持つ人の社会生活のサポートをしたい  

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。 
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生きがいしごとを見つけに来られるワラビー相談者の中には、職種や業種を具体的にしぼれないけど、「人のお役に

たつ“しごと”がしたい！」と願われる方が多数いらっしゃいます。そのような思いの方々にお勧めのサロンです。 

この４月３日に開設された神戸東部・ＮＰＯサービスセンターは、高齢者の方が住みなれた場所でいつまでも安心して

暮らせるよう、高齢者が日常的に困っていて介護保険制度ではカバーできないサービス(注参照)を有償で行なっていま

す。ゲストスピーカーに同センター長の島田美保代さんを招き、参加者の皆さんとの気軽なおしゃべりを楽しみながら、

地域活動の担い手としてできる“しごと”について語り合います。 

(注) ゴミ出し・病院への付き添い・見守り・書類事務代行・話し相手・掃除・買い物・調  

理など、地域のＮＰＯ団体や介護保険事業所と連携して行なう細やかなサービス 
 

日 時 ５月１３日（土) １４：００ ～ １６：００     

会 場 生きがいしごとサポートセンター神戸東（ワラビー） 

定 員 ２０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、なかお 
                                 
 

                                兵頭 修也さん（東灘区・52 才） 
私は、５年前に｢生きがいしごとサポートセンター｣の扉をたたきました。これも一つの｢出会い｣

であり｢縁｣だと思い、自分の意志に従い毎日を生きています。阪神淡路大震災を東灘区で経

験しましたが、家や家族に不幸はなく、すぐに大阪の勤務地に泊り込み、フル稼働で働きまし

た。多くの方々が色々な悩みを抱えて暮らしている間、神戸を顧みることはありませんでした。 

それが、ふと立ち止まる気になりました。長寿国日本と言われ、そんなに長い人生なら一度

区切りをつけ、人生を２回生きてやろうと思い立ちました。これまでは、障がいのある方や地域

の方々と接することはほとんどありませんでした。今は人とコミュニケーションを持ち、多方面

の方々と接する｢しごと｣が必要だと感じています。職場内のコミュニケーションだけでなく、いろいろな考え方を受け入れ

る大切さを、失敗しながら学んでいます。 

「生きがいしごと」は前向きに挑戦し、達成感を得ることだと思っています。皆さんも一度、ふと立ち止まる機会に直面

した時、早めにそして気楽に生きがいしごとサポートセンターの扉をたたいてはいかがでしょうか。決して経済的には楽

ではありませんが、助け合って生きるくらしが実感できます。日々前向きな気持ちを持ち、決してこの｢しごと・くらし｣から

逃れることが出来ない限り、その｢しごと・くらし｣と向き合い、小さくても自分らしく賞味期限のある人生を過ごしましょう。 
 
 

 

 
 
 

【スタッフ紹介】 
 

コーディネーター 

中尾 貢三子
く み こ

 

相談に来られる

方一人ひとりが働

きがいのある仕事、 

やりがいのある事業を通して、元気な笑顔に

なっていただけるようなお手伝いが出来れ

ば、と願っております。ホッとなごんでいただ

けるような雰囲気で皆さんをお迎えするよう

心がけています。お気軽にお越し下さいね。 

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＞ 

１０：００～１８：００ 

リレーエッセイ⑬「私の生きがいしごと」 

ＣＢサロン「人の役にたつ“しごと”ご紹介いたします！」開催のお知らせ 
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ＮＰＯ法人ＣＳ神戸 東灘区民センター小ホール 館長 




