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今年度、ワラビーが主催する講習会・ゼミ計画の全貌

をお知らせします。CB などへの就業・起業をお考えの

方にお勧めする選りすぐりのコースばかりです。ご希望

の方はワラビーまで、お早めにお申込みください。 

受講料：資料代として１回 1,000 円（サロンは別） 

会 場：ワラビー（一部パソコン講座のみ別会場） 

定 員：ふつう 20 人（パソコン関連講座は 5 人） 

申込単位：コース一括または各回分割 

申込受付：随時、先着順、定員に達し次第締切り 

 

◆ CB ゼミナール   ［申込単位：2 回分を一括］ 

ＣＢ等への就業・起業を考える人向けの基礎講座 

日時 テーマ(仮題) 講師(所属) 

7 月 22 日(土) 

13:30～15:30 

いまＣＢ が面

白い 

森 綾子(㈵宝塚 NPO 

ｾﾝﾀｰ理事・事務局長) 

7 月 26 日(土)     

13:30～15:30 
ＣＢで食べる 

金 宣吉((㈵神戸定住

外国人支援ｾﾝﾀｰ代表) 

◆ 実務講習会   ［申込単位：各回分割可］ 

ＣＢ等への就業・起業に必要な実践的知識の習得コース 

8月26日(土）

13:30～15:30 

ニーズとは？

シーズとは？ 

森崎清登         

(近畿タクシー㈱代表)  

9 月 2 日(土）

13:30～15:30 

事務のポイン

トを知ろう 

堀川勝彦         

(㈱くもんサービス) 

9 月 9 日(土）

13:30～15:30 

お金に関する

知識と知恵 

立田英雄         

(市民の知恵袋代表)  

9月16日(土）

13:30～15:30 

組織と人のマ

ネジメント 

柳内盛仁(㈵ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰ

ﾄひょうご理事長) 

9月30日(土）

13:30～15:30 

事業発展への

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

大森啓司(㈲アクトコン

サルタント代表) 

◆ 起業体験者セミナー   ［申込単位：5 回分を一括］ 

ＣＢ起業経験者の体験事例に学ぶ起業検討セミナー。 

8月26日(土）

15:30～17:00 

林さんたちの

起業奮戦記 

林 義行          

(㈵薫風事務局長)  

9 月 2 日(土）

15:30～17:00 

検証・プランニ

ングの秘訣 

中村順子         

(㈵CS 神戸理事長) 

9 月 9 日(土）

15:30～17:00 

岸田さんたち

の起業奮戦記 

岸田たか子(㈵ｺﾝｿﾚｰｼ

ｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長) 

9月16日(土）

15:30～17:00 

検証・事業発

展のポイント 

金森 康(㈵宝塚 NPO セ

ンター理事) 

9月30日(土）

15:30～17:00 

成功する事業

の条件とは 

大森啓司(㈲アクトコン

サルタント代表) 

◆ パソコン講座  ［申込単位：テーマ毎 3 回分を一括］ 

13:30～15:00 初心者のﾜｰﾄﾞ 10/7,14,21( 土 )  

* 別会場 15:30～17:00 初心者のｴｸｾﾙ 

ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄ

ｵｸﾄﾊﾟｽ 

13:30～15:00 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとﾒｰﾙ 10/28,11/11,18 

(土) 15:30～17:00 PC で作る広報 

阪 神 SI 

TA ｸﾗﾌﾞ 

*印の会場はﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄｵｸﾄﾊﾟｽ事務所(阪神新在家駅そば) 

◆ 経理初心者講座   ［申込単位：5 回分を一括］ 

11/11,18,25,  

12/2,9(土） 

10:30～12:00 

経理事務の

基礎知識 ・ 

金銭出納他 

荻野俊子(NPO 会計支

援センター代表) 

◆ NPO 会計講座   ［申込単位：2 回分を一括］ 

11/25,12/2(土） 

13:30～14:30 

ee 会計の理

解と実践 

荻野俊子(NPO 会計支

援センター代表) 

◆ CB サロン ［申込単位：各回］ 

毎月 1 回、土曜日午後にゲストスピーカーを招き、その

時々のテーマで開催。内容は、そのつどお知らせします。 

参加費として茶菓代 500 円をいただきます。 

 今年度の講習会・ゼミ計画が決まりました。 

－ 就業・起業準備のため、早めのお申し込みを! － 

◆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 

 

－ 1 － 



 
 

－協力しあって“若い高齢者”の増加にチャレンジ－ 
5月12日（金）、東灘区魚崎の区民センター小ホールに少し緊張した面持ちの高齢者たちが集まってきました。認知症

予防を目的として、新たに開設された「脳の健康教室」の初日です。「最近もの忘れがひどいと思いませんか？」と呼び

かけて 4 月に開催した説明会は、県外を含め 60 人を超す賑わいで、うち 34 人が学習者として通うことになったのです。 

脳科学の研究成果として、読み書き計算が脳の前頭前野を刺激すると言われます。地元住民で学習療法士の岡本

芳江さん（NPO 法人ケアット代表）は、その理論を実践する教室を開きたいと思っていました。一方、CS神戸の兵頭修也

さんは、自身が管理する小ホールを地域のためにさらに有効活用したいと考えていました。その二人の思いをワラビー

が後押しし計画が具体化、「くもん学習療法センター」から教材とノウハウの提供を受け、開設が実現したのでした。 

教室を実際に切り回すのは総勢 10 人近いサポーター、岡本さんが日頃の活動の中で知り合ったボランタリーな人た

ちです。サポーター１人が学習者２人に対面し、プリントや数字盤などでの学習をコーディネートしますが、その際かわす

会話も脳活性化の大切な要因です。初日、退出する数人の学習者に尋ねると、

「ちょっと疲れたけど楽しかった」という感想が多く聞かれました。学習者を送り

出すサポーターの笑顔が、「楽しかった」原因の一つかも知れません。 

教室は週１日、学習期間は半年です。兵頭さんや岡本さんたちは、脳の健

康に自信を持つ若い高齢者(?)がどんどん増えることを楽しみにしています。 

「脳の健康教室」  

会場：東灘区民センター小ホール （０７８）４５３－０１５１ 

教室日：金曜日午前(個別に時間指定)   月会費： 3,150 円(含教材費) 

 
 
 
 

－ＣＢ（コミュニティ・ビジネス）って何ですか？－ 
「生きがいしごと」は、ＣＢ（コミュニティ・ビジネス）に近いイメージでとらえられています。 

ではＣＢとは何でしょう。ワラビー誌上でも何度かとりあげましたが、理解しにくいという声も聞きます。 

そこで今回また、少し解説してみたいと思います。 
 

CB の発祥は 1980 年代、不況下の英国スコットランド。大量失業対策として生まれた新しいビジネスモデルでした。 

いろいろな定義がありますが、ワラビーは（財）神戸都市問題研究所による次の５要素を重視しています。  

  ①事  業  性...........主要な収入源として、独自の事業収入が継続的にある。 

  ②地  域  性...........一定の地域を対象に事業活動を行っている。 

  ③変  革  性...........事業の内容や目的として、地域社会の課題解決をめざしている。 

  ④市  民  性...........事業の資本や運営の主導権は、地域住民など市民サイドにある。 

  ⑤地域貢献性...........地域の課題解決に貢献している。  
 

2004 年度にワラビーが始まって最初に起業したのは、本山市場に開業したハワイアン 

キルトの店「ｍｉｌｉｍｉｌｉ」でした。趣味が高じての起業ですが、シャッターが下りた店が多い古   

い市場を活性化する役割を担った CB として、ワラビーが支援したのでした。 

最近、主婦グループによる配食サービス事業の開業をお手伝いしました。高齢者向きに 

安全で美味しい食事を安価で作ることをミッションとしています。利益は少なくても、地域の 

人々が喜んでくれることにやりがいを感じながら頑張っていらっしゃる CB です。 
 

本誌１面掲載のとおり、7 月 22 日（土）、29 日（土）にＣＢセミナーを予定しています。講師は、ＣＢ起業サポート歴の  

豊富さや、ＣＢ実践家として知られているお二人です。ＣＢに興味ある方は、ぜひ受講されることをお勧めします。 
 

起業事例「脳の健康教室」開設のご報告 

誌上相談シリーズ「知っておきたいＣＢ起業」（２） 

－ 2 － 

起業のご相談はワラビーまで 

初日の体験学習風景 

市場活性化の第1 歩、新設看板



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-230 
在宅療養支援診療所 

新国
に いくに

内科医院 

看護師 

（内科・外科に経験
豊富な方、訪問 看
護経験のあ る方歓
迎）  

診療所の最寄は神戸市バス新多聞  ①外来診療  ②訪問看護 

①8：30～13：30、17：30～20：30 のうち週 3 回以上勤務 

②9:00～18:00 で要相談  常勤：年俸制、非常勤：外来 1,300 円～、

訪問 1,650 円～ 委細面談  交通費支給  健康・厚生・雇用・労災

制服貸与  求人数 4～5 名 

B-231 NPO法人 シンフォニー 

コーディネーター 

（まちづくり関連イベ
ント企画･運営、情報
誌編集 等） 

最寄駅は阪神尼崎  パソコン操作必須  40 歳未満  

月～土のうち週 5 日 9：00～18：00（休憩 60 分）  日・祝祭日休 

日給 7,000 円  交通費上限 11,000 円/月  健康・厚生・雇用・労災 

求人数 1 名  試用期間１ヶ月程度  勤務開始 6/１～ 

B-239 
NPO 法人 

ブレーン・ヒューマニティー 

中高生対象の広場
事業 
（受付・事務一般・企
画立案） 

最寄駅はＪＲ･山電垂水  資格･能力･経験不問 

平日 14:00～20:00、土曜 10：00～20：00、日曜 10：00～17：00 

シフト制・要相談  時給 800～900 円  交通費上限 1,200 円/日 

労災  求人数 5 名  勤務開始 7/10～ 

Ｂ-240 
ＮＰＯ法人 

阪神福祉振興会 

①サービス提供責任者 

②ケアマネージャー 

勤務地は西宮市内  ①介護福祉士・ヘルパー1 級・ヘルパー2 級

(実務 3 年以上) 1～2 名  ②1 名   ①②勤務 9：00～18：00（昼休

１ｈ） 週休 2 日ローテーション  給与 20～30 万円（経験・役職考慮） 

試用期間(3 ヶ月)7,000～8,000 円/日 交通費上限１万円/月  賞与 

健康・厚生・雇用・労災・民間保険 

※その他登録ヘルパー募集随時（生活 1,200 円～・身体 1,500 円～）  

Ｖ-029 あたふたクッキング 有償ボランティア 

最寄駅は阪神御影  ①調理と関連業務 ②配達（自家用車を持ち

込み 10 軒程度配達）  月～金曜日の間で応相談  8：30～13：00 

昼食・交通費（上限有） 求人数計 5 名 

高齢者宅やグループホームなどへ手づくりの昼食を届けてください！ 

 
 
 
 
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 

012 K さん （46 才） 常勤ヘルパー 日常生活支援、重身ガイドヘルパー。介護事務取得予定 

015 I さん （41 才） 読み聞かせ 手づくり絵本を披露できるボランティア活動の場を探索中です 

017 H さん （54 才） 送迎、宅配ボランティア 平日 16：00～21：00、土･日曜日の終日に活動できます！ 

019 Y さん （71 才） 営業コンサルタント 海外取引経験 20 年。貿易業務、繊維製品関係に強いです 

027 K さん （45 才） 単発でのボランティア CB 事業をしているところ、フェアトレードに関心があります 

 
 
 
Ｎｏ お名前 事業内容 実施地域 ひとことメッセージ 

11 K さん（31 才） 障がい者ケア 尼崎市 医療を要する重度の障がい者にアートを使ったケアを提供 

12 T さん（57 才） いこいの喫茶店 兵庫区 近隣居住者がのんびり、ほっとできるサロン的喫茶店の開業 

18 O さん（37 才） 親子カフェ 北 or 東灘 カフェと遊び場で親子ともに楽しめるスペースを作りたい！ 

19 O さん（23 才） NPO 中間支援組織 三田市 市民活動をやっている人、やってみたい人を支援したい 

20 S さん（27 才） 野菜のネット販売 東灘区 美味しい南瓜を始め、特色ある安全な商品を産地より提供！  

こんな人を求めています 

起業情報    

こんな仕事や職場をさがしています 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 － 



 
 
 

コミュニティ・ビジネス（CB）を始めても最初から満足のいく報酬は得られない。しかし、自分

達の働きによって地域の方の「ありがとう」の言葉や笑顔によって、お金には代えがたい豊かさ

をじわじわと手にすることの喜びがある。ＣＢを真面目に面白がってやっていこうとする人達の

生き方やセンスを『まったり』と表現してもいいのかなぁ～なんて思います。 

サロンではＮＰＯ法人日本スローワーク協会の福井哲也さんを迎え、単なる飲食店ではなく、

新しい価値観を提案する学びの場、スローワーク（SLOW WORK）という働きを実践して「働くこ

と」に希望を失った若者が希望を取り戻すための場をめざし、少しでも社会をよい方向に変えて

いきたいと願う人々、様々な価値観の人びとが集う「カフェ・コモンズ」の開設から運営についてお話しいただきます。 

『まったり』 … まろやかでこくのある味わいが、口中にゆったりと広がっていくさま。(三省堂「大辞林 第二版」)  

日 時 ７月１日（土) １４：００ ～ １６：００ 参加費 ５００円(茶菓代) 

  会 場 生きがいしごとサポートセンター神戸東 定 員 ２０名（受付順） 

        ※まずは、お電話下さい！ 078-841-0387       担当：中尾、梅木 

                                 
 

                                勝木
か つ き

 馨子
かおるこ

さん（兵庫区・44 才） 
「もし、仕事をしなくても生きていけるなら僕は仕事なんてしませんよ」と同じ職場で働く２２歳

の男の子が言うのです。「そうよね」「収入がないと生活できないから仕方ないよね」「好きな事

だけして生きていけるのが一番いい」と… あまりにもストレートで素直な言葉。仕事の基本は

ここにあると改めて思いました。私の好きな事って…「人との出会い・関わり・プラス話す
．．

こと」 

私は人生でよく転びます。しかし、転んだお陰で立っていたら見えないものが見えたり、何かを

つかんで起き上がっていたり、また、人の支えで起き上がれたり、疲れて転んだままだったり…。 

子育ても終わりに近づき、経験の浅いお母様方に伝えていきたい簡単な子育て、私の周りの

人が元気になれるお手伝いをしたい。このような事を、どのように仕事に結びつけるのか、ただただ思案していました。 

ワラビーさんの広報誌と出会い、『生きがいしごと』と言う活字を見て「これこれ
．．．．

！」と思いワラビーさんを訪ねました。私

の話を真剣に聞いて後押ししてくださり、私の生きがいしごとが始まりました。ワラビーさんを通していろいろな人との出会

いがあり、出会った人々から学ぶこともたくさんあり、これからの私の話す
．．

の「ねた」が益々増えていくことでしょう。まだ、

仕事としては、二足のわらじを履いておりますが、この二足のわらじをたまに変えられる所にも、意味を見つけられました。

これからも、ワラビーさんにサポートしていただきながら、自分自身を磨き活動を広めていきたいと思っております。 

 

 
 

 
 
 

リレーエッセイ⑭「私の生きがいしごと」 

編集後記 

 大型連休にＴＶ番組の

「田舎に泊まろう」のよう

な民泊を体験しました。

スローライフを実践する

そこの主は 60 才を目前

にパパになりました。 

皆さんも第二・第三の

人生の生きがいしごとを

見つけてみませんか？

ワラビースタッフがサポ

ートいたします！  Ｕ 

〒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 

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

「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」、「シニア」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） 

レディース・メンター 

７月８日（土）午後２～４時 子育て支援・交流サロン「心が健全な子に育てる方法」 ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ勝木馨子さん 

コミュニティ・ビジネスサロン「スロー・ワークでまったり
．．．．

生きよう」開催のお知らせ 
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