
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 号  2006年6月25日発行 

発行人：村上 義弘  編集人：梅木 利恵 

 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 
 

〒658-0051 

神戸市東灘区住吉本町2-13-1 森田ビル3F 

TEL 078-841-0387  FAX 078-841-0312 

E-mail ⇒ info＠cs-wallaby.com 

URL ⇒ http://www.cs-wallaby.com 

 本誌先月号に今年度のワラビー主催の講習会・ゼミ

計画を掲載しましたが、今月号では他の豊富な支援企

画をお知らせします。ご自身の「生きがいしごと」実現

のために、ぜひご活用ください。各メニューの詳細につ

いては、ワラビーまでお問い合わせください。 

 

◆起業・就業などの相談 

 情報提供  （無料) 

ホームページ、週刊メルマガ、月刊情報誌、事務所

内掲示、個別フォローなどで情報提供します。事務所

内にはインターネットカフェ、図書コーナーも設置。 

 相談業務  (無料)  

就業、起業、運営(拡充)相談は随時。 

(できれば事前に時間を予約してください。障がい者 

の方など来所困難な場合、当方から出かけます。) 

 専門家派遣  

起業や運営(拡充)支援のため、外部専門家をコンサ

ルタントとして派遣します。 

1回3,500円、1相談者(団体または個人)2回まで 

◆ＣＢやNPOの研究 

 ワラビーツアー  

ＮＰＯやＣＢの実際を見て、概要を知るツアーです。 

どなたでも可、予約制。 所要2.5時間、1,000円 

 ＮＰＯツアー  

ＮＰＯやＣＢを実地に学び、現状と課題を知るツアー

です。どなたでも可、予約制。 所要 半日、3,000円 

 インターンシップ  

ＮＰＯやＣＢに興味を持ち就業・起業を研究したい人

への導入研修です。主として学生または企業人（ＯＢ）

向き。 希望により1～4週間、1日1,000円 

 起業研究員  

新しい働き方としての、地域貢献やＣＢ立ち上げへ

の実践的個別研修です。 主として企業人ＯＢまたは

企業人向き。 原則６ヵ月、月1.5万円 

◆資金援助 

 ＣＢトライアル起業  

ＣＢ起業を実験的に体験してみるため、短期間のテ

ストランに要する経費の支援が受けられます。 

1団体6万円まで、年間2団体を目途 

 

 

 

 

 

 

 

 市民活動サポート基金  

地域貢献意欲の高いリーダーのもとで、高い活動成

果が見込める団体(数団体)を対象とした、ＣＳ神戸独

自の助成制度です。 

◆その他の支援 

 企業との連携によるシニア支援  

企業と連携し、定年前後の企業人を対象として、起

業・就業・ボランティア活動などへの支援を行います。 

 トータルケアシステムとの連携による支援  

介護保険適用外のケア事業における起業支援、就

業・ボランティア活動へのマッチングを行います。 

 就農求人開拓  

農山村で働きたい人のために、就農の場を開拓し求

人につながるよう取り組みます。 

盛りだくさんな支援メニューをご紹介します。 
―― 上手に活用し「生きがいしごと」を実現しよう! ―― 

◆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 

 

コミュニティ･喫茶 
のトライアル風景 
（イメージ写真） 



 

 

 
 
 

―さらに普及への努力を― 
 

 5月20日（土）、NPO法人成年後見あんしんネットワ

ーク・子午線ネットの中島、穴田司法書士をゲストス

ピーカーに迎え、標記のサロンを開催しました。 

お二人から後見人として体験した実例など具体的

な話題が提供され、15人の参加者からは後見の料金

など率直な質問が飛ぶざっくばらんな雰囲気の中で、

理解が深まったようでした。介護保険の補完システム

として、さらに普及を図るため市民レベルで一層の工

夫努力が必要ということも理解できたサロンでした。 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

―さあ、いよいよ活動！「わがまちのトータルケアシステム」― 
 

5月連休明け、「神戸東部NPOサービスセンター」が事業を開始しました。高齢者が住み慣れた地域でいきいきと

暮らし続けられることを願って市民活動の視野から開発されたトータルケアシステムの中核を担うセンターで、東灘

区・灘区のNPOや介護保険事業所と連携し、介護保険内ではまかなえないサービス提供に取り組んでいます。 

サービス内容は、例えばごみ出しや清掃、付き添いなど、要介護度の低い高齢者宅にたすけあいの担い手が訪

問する直接サポートや、ニーズに応じ他団体を紹介する情報提供があります。情報収集・発信は団体からの会費、

たすけあい事業は利用者からの料金で運営します。 

たすけあいの担い手の中心は昨年養成講座を修了した「ユニメイト1期生」の皆さんですが、開設から50件もの

問合せに対応し、センター長の島田美保代さんは「賛同いただける団体や人材に多く集まってもらえることが事業

成功への鍵」と考え、新たな人材募集に力を入れています。 

5月27日(土)、島田さんをゲストスピーカーに「人の役に立つしごとご紹介いたします！」サロンを開催しました。参

加者15人のほとんどは地域活動の担い手として貢献したいと考える人たちで、サロン後「ユニボラ」（サービ

スセンター派遣有償ボランティア）登録につながるケースもありました。 

団体会員は23団体、ボランティアは17人と、まだ走り始めたばかりですが、 

神戸東部地域の介護保険外サービスのワンストップサービス確立をめざし 

ています。また、同様システムの全県、全国への広がりが期待されます。 
 

「神戸東部NPOサービスセンター」  

センター長  島田美保代   

所在地  神戸市東灘区住吉本町２－１３－１ 森田ビル４Ｆ 

   電話 （０７８）８４１－０３２３   ＦＡＸ （０７８）８４１－０３１２ 

交流サロン「身近に考えてみよ
う成年後見制度」開催のご報告 

起業事例「神戸東部ＮＰＯサービスセンター」開設のご報告  

誌上相談シリーズ｢知っておきたいＣＢ起業｣(3) 

―ＮＰＯ法人の起業について― 
 

ＮＰＯ法人とは、市民の自由な社会貢献活動が健全

に発展することを目的とした「特定非営利活動促進法」

による法人のことです。特定の分野に関する社会的使

命をもった活動により、不特定かつ多数の人々に寄与

する民間の非営利団体です。 

 特定の団体・個人の利益や、政治・宗教のためでな

く、会員が10人以上そろい、役員3人・監事1人以上であ

ることなどの成立要件を満たす必要があります。 

 法人格を得るメリットとして、社会的信用力が増し、契

約行為が容易になるなどがあげられます。また、行政や

企業の委託・補助事業も受けやすくなります。一方、情

報公開義務が生じるため事務作業が煩雑になること、

法人税の支払い義務が生じること、解散時に残余財産

が戻ってこないことなどのデメリットがあります。 

 事務所所在地の都道府県知事(複数県にまたがる場

合は内閣府) が認証します。ワラビーでは設立無料相

談を行なっていますので、お気軽にご相談ください。 中島さんと穴田さん(中央・左)を囲んで 

ＰＲに熱が入る島田さん（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-241 多言語センターFACIL 

コーディネーター 

（医療通訳システム構

築事業、世界の食卓

とおもてなしの出前サ

ービス事業） 

勤務地は長田区  月～土曜日の間で3～5日  10：00～18：30 

日・祝日、夏季約1週間、年末年始10日程度休  日給7,000円 

以上（委細面談）  交通費上限約10,000円/月 

試用期間２ヶ月  勤務開始6/下旬  求人数１名 

日本語と英語以外の外国語が１言語以上理解できること 

パソコン必須（ワープロ、表計算、メールなど） 

Ｂ-243 
メリーポピンズの会 

 
（市民園芸の会） 

コーディネート業務 

及び経理・管理など

一般事務 

最寄駅は阪急逆瀬川（バス停逆瀬川センター）  週５日程度 

9：00～17：00 （日時相談可）  月給100,000円（交通費込） 

求人数１名  勤務開始日至急  花と人が好きで、ＰＣ操作に慣 

れている方、人事・経理・管理経験者尚可 

Ｂ-244 有限会社 ファミリー 

登録ヘルパー 

（ 障が い 者の 入浴・  

身体・外出介助 等） 

最寄駅は神戸電鉄鈴蘭台  ヘルパー2級以上、全身性ガイド 

ヘルパー  月・水・金・土・日曜日のうちでご相談  勤務時間は

シフト制  時間給1,500円（９月に見直しあり）  求人数2～3名 

※未経験者の方には、自信が持てるまでサポートあり 

Ｂ-249 
在宅福祉サービス団体 

 
「わくわく神戸」 

介護保険枠外での暮ら

しのお手伝い 

（家事～介護 等色々） 

事務所最寄駅はＪＲ神戸  資格・年齢・経験・能力不問 

勤務日・時間はサービス依頼によりご相談  時間給700円 

交通費なし  在宅福祉サービス総合補償（本人負担500円） 

求人数数名  給与の代りに時間預託制度（最高200時間まで）を利

用すれば、あなた自身や身近な人の病気や老後にも備えられます。 

Ｂ-252 カタオカネットワーク 
昆虫の展示会の監視員

及び運営補助業務 

最寄駅は六甲ライナー・アイランドセンター 

7/15～9/3のシフト制（週3日以上でご相談）  9:00～18:00 

日給7,000円（交通費込み）  事前にオリエンテーション有り 

求人数10名  虫の好きな方、子供好きの方を募集しています。 

 

 

 
 

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 

032 Ｉさん（女・40才） 長期雇用の事務職 自立した生活を安心して続けられる職場環境を求めています 

036 Ｉさん（男・66才） シニア向けボランティア 成年後見アドバイザー養成講座の学びからアドバイスします！ 

037 Ｍさん（女・43才） 事務・調理補助 13年のブランクを乗り越え、経験生かせる縁の下のお仕事希望 

040 Ｋさん（男・57才） ＡｕｔｏＣＡＤによる機械設計 液体充填・包装ライン・自動車部品専用機レイアウトの経験あり 

041 Ｍさん（女・49才） 美容ボランティア 美容業の経験を生かし、サロンへ行けない方に喜んで貰いたい 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

10 Ｏさん（70才） エコライフ・モデル事業 明石市 資金面の運営に苦慮する中、国営公園にて活動しています 

16 Ｏさん（70才） シニア向け新商品開発 高砂市 ＮＰＯ法人の収益事業の研究担当として頑張っています！ 

22 Ａさん（43才） エサレン・マッサージ 垂水区 子育てママのリラックスや障がい者のコミュニケーションに！ 

23 Ｈさん（35才） 雑穀菓子の製造販売 垂水区 調理を続けたい、健康事業とのコラボレーションへと発展中 

25 Ｇさん（54才） 元気な高齢者の居場所 北区 ヘルパー経験から、デイサービスではない「たまり場」を提供 
  

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。 



 

 

  
 コミュニティ・ビジネス（CB）は、市民の立場で地域の資源や人材を活用して、地域の課題やニーズに対応する有

償の事業です。誰かの困りごとが誰かのしごとになったり、誰かのアイディアが誰かの生活を便利にするなど、地域

の隙間をうめるサービスをビジネスとして実現し、地域の利益を循環させます。 

ワラビーでは、ＣＢの理解を深めるためにベストの機会を設けました。ＣＢの起業や就業支援の経験が深い森さん、

ＣＢを実際に運営する金さん、お二人の講義を聴いて今後のＣＢとの関わり方を考えてみませんか。 

＜開講日＞ ７月２２日(土)···「いまＣＢが面白い」事業の多様性と可能性 

  講 師：森 綾子さん（ＮＰＯ法人 宝塚ＮＰＯセンター事務局長） 

 ７月２９日(土)···「ＣＢで食べていく」起業・就業について考える 

  講 師：金 宣吉さん（ＮＰＯ法人 神戸定住外国人支援センター理事長） 

  ※ 時間は共に、１３：３０ ～ １５：３０ 

＜参加費＞ ２，０００円 （２回連続講座の合計） 

＜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 

  

 

 

 最近、友人とのネット上のやりとりの中で、面白い言葉を知った。ある数学者が講演の中で

言った言葉だそう。「１時間快楽に耽りたいなら酒を飲めばいい。 １日楽しみたいなら、豚の丸

焼きでもして食べればいい。１週間楽しく過ごすなら、恋人をつくればいい。でも、一生の愉しみ

がほしいなら、庭をつくることだ。」 

自分の庭に種を蒔き、愉しみを育てる「マイ・ガーデン」。そのマイ・ガーデンが何か・・という 

のは人によって違うけど、私にとっての生きがいというのは、自分にとっての庭を探して育てる 

愉しみのようなものなのかもしれない。 

その庭が何か？というのが問題で、仕事としても、仕事以外の中でもずっとそれを探しているように思う。 

例えばそれは、自分だけの「マイ・ガーデン」ではなくて、他の人との共有の庭かもしれないのだ。 

自分以外の誰かと、まだ小さい芽を、代わる代わる覗き込み、やがてそれが花を咲かせたり、大きな樹になって見

上げたり。想像すると、心の中になんとなく喜びが湧き上ってくる。収穫とか実りを愉しみにするというより、育ってい

る途中過程を愉しむ・・といったイメージ。 

「生きがい」という言葉は、私には少し敷居が高くて、探しても、なかなか見つからないような気がするんだけれど、

自分が種を蒔けそうな庭を探すアンテナは立てていようと思っている。これがマイ・ガーデンと言えるようなものを見

つけたら、いい庭師になりたいものだ。 

 
７月２２日（土）２９日（土）午後１時半～３時半 コミュニティ・ビジネス・ゼミナール開催。受講申込はお早めに！ 

 
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 
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

「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。 
 

コミュニティ･ビジネスゼミナール｢いまＣＢが面白い・ＣＢで食べていく｣開催のお知らせ 

ＮＰＯ法人 シンフォニー 

石嶋 理恵子 さん（芦屋市・40才） 
リレーエッセイ⑮「私の生きがいしごと」 

編集後記 

中学生の体験学習「トラ

イやる・ウィーク」は、地

域の人とふれあうことで

他人への思いやりを育

むことも目的の一つとさ

れています。ＣＳ神戸が

管理を受託する市営駐

輪場でも受入れを行な

い、中学生とコミュニテ

ィ・ビジネスを結ぶ良い

機会となりました。 Ｕ 




