
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 号  2006年7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 

 ワラビーは、「生きがいしごと」を求める皆様のために

開かれている公益の窓口です。起業・就業相談や講習

会などを開催するほか、多彩なサービス機能がありま

す。ぜひお気軽にご活用ください。 

◆ ホームページを覗いてみよう 

ワラビーのホームページは内容が盛りだくさんです。 

○ワラビーの活動内容 

○求人・ボランティア・なかま募集情報 

○起業事例・コンサルティング等の説明 

○講習会・セミナー・サロン開催予告 

○助成金・補助金情報 

○情報誌「ワラビー」バックナンバー掲載 

ホームページから書式をダウンロードしてEメールで

送信することにより、各種の相談や登録、求人などの

申し込みをすることもできます。また、他の生きがいし

ごとサポートセンターのほか、ワラビーが関係する各種

団体とのリンク集も豊富です。 

ホームページのURLは次のとおりです。 

http://www.cs-wallaby.com 

◆ メルマガで情報を得よう 

ワラビーは週刊でメールマガジンを発行しています。 

内容は主に、求人情報やボランティア・なかまの募

集情報と、講習会・セミナーやサロンの開催予告です。 

送信(または中止)をご希望される方は、ホームペー

ジからお申し込みいただけます。もちろん電話やFAX、

E-Mailでのお申し込みでも結構です。 

◆ 情報誌「ワラビー」を毎月ゲットしよう 

本誌「ワラビー」は月刊で発行し、公的施設などに配

置をお願いするほか、登録者のご自宅に無料でお送り

しています。送付をご希望の方はまずご登録ください。 

登録には、ワラビーの事務所をお訪ねいただくほか、

ホームページからのメール送信などでも結構です。 

◆ 事務所を便利に利用しよう 

 ワラビーの事務所では、下記のいろいろな機能を持

っています。いずれもワラビーにご登録いただくことが

前提ですが、必要に応じてご利用ください。 

 求人票コーナー  

 求人票コーナーには、求人やボランティア、なかま募

集情報が、掲示やファイルで展示されています。就業

相談時にご覧いただけますが、相談なしで閲覧だけす

ることもできます。 

  インターネットカフェ  

インターネットカフェ・コーナーでは、求人情報などを 

インターネットで検索できます。使用は無料ですが、プ

リンターで印刷する場合は紙代等の実費が必要です。 

また利用ご希

望の際は、他

の使用との重

複を避けるた

め 、 で き る だ

け事前にお申

し 込 み く だ さ

い。 

 図書書・資料コーナー  

 書架には、コミュニティ・ビジネスやNPO関連の蔵書 

や研究報告が多くあります。貴重な資料も含まれるた 

め貸し出しはしていませんが、閲覧は自由にできます。 

 コピー機・印刷機  

コピーや印刷をされる場合、手軽にお使いいただけ

ます。ただし、紙代等の実費は負担いただきます。 

ワラビーのサービス機能をご活用ください 
―― 情報の入手、事務所の利用 etc. ―― 

◆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 

 

インターネットカフェ・コーナーと相談風景 



 

 

 
 
 

―働くプロセスを楽しみたい― 
 

 ７月１日（土）のサロンは、NPO法人日本スローワーク協会

の福井哲也理事をお迎えし、参加者20名が集いました。同協

会は、引きこもりの若者を訪ね引き出すことから始め、居場所

の提供、さらには「働くこと」に希望を失った若者たちが希望を

取り戻す場として「カフェ・コモンズ」を運営しています。木質ペ

レット（木屑を固めた固形燃料）用の石窯やストローベイル（藁

を固めたブロック）の内装などは、ＮＰＯの連携やネットワーク

力に、引きこもっていた仲間たちも加わり手づくりされました。 

 「今はＣＢの過渡期で次世代への投資の時、働くプロセスを

楽しめたら拘束時間が長

くてもスローワークだと思

う。理想と現実の距離感

に関心がある」と語る福

井さんのお話に参加者

の共感が集まっていま

した。 

 
 

 

 

―「自分の住む町で普通に生活し普通に働く」をめざして― 
 

今年５月に認証を得た「ＮＰＯ法人みちしるべ神戸」は、このほど中央区大日商店街の中ほどに事務所をオープン

しました。知的障がい者の就職支援に取り組む団体で、地域での自立支援を謳う障害者自立支援法の主旨に沿うも

のの、難しい課題にチャレンジしています。今後は、障がい種別にかかわらない支援を模索することになります。 

企業に就職できるには職務能力を高める必要があり、そのために「ワークプロジェクト」を行なっています。一般企

業内に設けられた作業所での作業や日常訓練のことで、集中力や作業の正確さなどが身につきます。プロジェクトは

神戸市内に3ヵ所あり、現在合計60人の障がい者が参加、各作業所2～3人のジョブコーチが指導しています。 

所長の廣田さんは仲間とともに20年前からこの活動に取り組み、200人近い就職を成立させました。最初の頃の苦

労は筆舌に尽くし難いものがあるそうですが、「障がい者に普通の生活を」という思いが活動を続けさせたようです。 

障がい者をどこまでも支えて行こうという熱意は、就職後のフォロー体制に表れています。ジョブコーチの千賀さん

の主な役割がフォロー担当、企業を巡回し様子を確認したり声がけをしています。 

事務局長の小鷹さんはNPO法人立ち上げに際して参加した新人ですが、活動 

への思い入れは人一倍。「この活動を広く知ってもらい、賛同者が増えて、障がい 

者の就業が当たり前とされる社会に早くなってほしい」と話します。 

NPO法人みちしるべ神戸  

所在地  神戸市中央区大日通５丁目１-１２-１０１ 

   ＴＥＬ＆ＦＡＸ （０７８）２２１－０２３０ 

   Ｅ－ｍａｉｌ  ｍｉｔｉｓｉｒｕｂｅ－ｋｏｂｅ＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ 

―子育てはサッカー!?― 
 

ご自身の実体験から、「親としてやるべきこ

と」を伝える講師業の起業を目指す勝木馨子さ

ん。その起業支援を兼ねたサロンは、７月８日

（土）に開催。参加者少数の特典で、具体的な

個別事例について語り合える会になりました。 

「いじめに遭うケースは？」「パソコンに没頭

しすぎる子供への対処方法は？」など、ありが

ちな親の悩みに対する勝木さんのアドバイスは

「子育てはサッカー、みんなでその子のことを考

え前へパスしましょう」「自分が親に大切と思わ

れていることを具体的 

に分からせましょう」。 

次々に飛び出す勝 

木語録に、改めて親 

の存在の大きさを学 

んだ貴重な場でした。 

Ｃ Ｂ サ ロ ン 「 ス ロ ー ワ ー ク で  
まったり生きよう」開催のご報告 

起業事例「ＮＰＯ法人みちしるべ神戸」開設のご報告 

福井さん(中央)と石窯焼パンを囲んで 

左から千賀さん、小鷹さん、廣田さん 

ＣＢサロン「心 が 健 全 な 子
に育てる方法」開催のご報告 

親の役割を話す勝木さん 



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-255 
ＮＰＯ法人 

兵庫セルプセンター 

事務補助、受発注業

務、その他雑務 

最寄駅はＪＲ灘  月～金曜日の間で4～5日  9：00～18：00の

間で4～5時間程度（応相談）  土・日・祝日、夏期休暇 

時間給800円  交通費上限約10,000円/月  試用期間１ヶ月 

勤務開始即日  パソコン（ワード・エクセル）必須  求人数１名 

障害がある人の働く願いと作業所の元気を社会につなぎます。 

Ｂ-256 
ＮＰＯ法人 

ひょうご被害者支援センター 

事務処理業務 

（事務局長候補） 

最寄駅はＪＲ元町  週4～5日  10：00～17：00 

月給100,000～140,000円  交通費上限あり  試用期間3ヶ月 

勤務開始日至急  求人数１名  犯罪被害者支援の民間団体

です。被害者支援に理解のある方を希望します。 

Ｂ-257 ＮＰＯ法人 こぐまくらぶ 

作業所職員 
 

※登録ガイドヘルパー

やボランティアも募集 

勤務地は垂水区舞子坂または明石市朝霧町 

障がい者ケア経験者または勉強をしたい方  月～金曜日 

9:30～16:00  時間給750円  交通費月額上限8,000円 

雇用・労災  試用期間2ヶ月  求人数2名 

Ｂ-258 星和台学童保育所 放課後の児童指導員 

最寄駅は神鉄西鈴蘭台  保育士、幼稚園・小学校教諭等免許

あれば尚良  月～土曜日（土曜日は隔週）でシフト制、応相談 

平日：概ね14:00～17:00、土曜日・夏休み等：9:00～17:00 

時間給800～900円  交通費はご相談（車通勤可）  スポーツ

傷害保険  求人数１名  少人数の地域型学童保育所です。 

Ｂ-259 
株式会社 

エフエムわいわい 

主な業務：ＷＥＢサイト

制作、関連業務：放送

業務のアシスタント、Ｆ

Ｍわぃわぃの事務全般 

最寄駅はＪＲ・地下鉄新長田  Ｄｒｅａｍ WeaverによるＷＥＢサ

イト制作経験者  チームワークに慣れた方、市民活動全般へ

の理解、多文化共生に関心のある方  週３日（曜日は応相談）  

10:00～18:00  日給6,500円  交通費上限有 

雇用期間：7月下旬～2007/3/31（延長あり）  求人数1名   

※訂正とおわび：「ﾜﾗﾋﾞｰ25号」掲載のＢ-249在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ団体「わくわく神戸」の交通費はサービス受給者から支給されます。 
 

 

 

 
 

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 

043 Ｎさん（女・44才） ガイドヘルパー 社会福祉主事の勉強の傍ら、ガイドヘルパー経験を積みたい 

047 Ｓさん（男・25才） 高齢者福祉・環境系ボランティア 役所や企業以外のセクターに興味、ＮＰＯの現場活動に関心 

048 Ｙさん（男・54才） 清掃などの体を動かす仕事 ハンディキャップを乗り越え、８０才まで現役で働き続けたい 

049 Ｈさん（女・24才） 将来はキャリアカウンセリング アダルト・チルドレンの相談や環境関連ボランティアを経験 

051 Ｎさん（女・55才） 病院内の付き添い 母親の介護でヘルパー２級を取得、看護中の家族を助けたい 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

86 Ｔさん（54才） 子供たちへの学習支援 尼崎市 パキスタンの友人に力を貸し、ＮＰＯ・ＮＧＯとして活動したい 

05 Ｍさん（48才） 講演・講座の講師活動 阪神間 子育て・生涯学習・介護をテーマにしたお話ができます！ 

08 Ｍさん（58才） 認知症ケアの啓発活動 伊丹市 ＮＰＯ法人設立し、介護職員や家族・地域の方向けに開講 

26 Ｉさん（50才） 青少年の健全育成 中央区 クラシック音楽を通し、交流と育成支援ネットワークをつくる 
  

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）を学びたい、始めたい方必見の２大企画がいよいよ始まります。 

地域社会に役立ちながら働きたいとお考えの「就職・転職・独立開業」志望の方に限らず、開業後に運営面でお悩み

の方にもご満足いただけるプログラムをご用意しています。各界のスペシャリストをお招きする講師陣も魅力です。 

２企画は全て同日に開講し、２コマを連続受講可能にしています。また、本企画は年に１度限りです。是非この機

会をお見逃しなく、多数ご参加をお待ちしています。 

講座名 ＣＢ実践知識習得 ＣＢ起業の実例に学ぶ 

開講日 時間 １３：３０～１５：００ １５：３０～１７：００ 

８月２６日（土） ニーズとは？シーズとは？ 実例①“林さん”たちの起業奮戦記 

９月 ２日（土） 事務のポイントを知ろう 検証・プランニングの秘訣（事例①について） 

９月 ９日（土） お金に関する知識と知恵 実例②“岸田さん”たちの起業奮戦記 

９月１６日（土） 組織と人のマネジメント 検証・プランニングの秘訣（事例②について） 

９月３０日（土） 事業発展へのマーケティング 成功する事業の条件とは 

費用・定員 資料代として１回１，０００円、 各回定員２０名 

申込み 各回分割可能 ５連続（分割不可） 

※詳しくは、お電話にてお問合せ下さい！  078-841-0387     担 当：中 尾、 梅 木 
   

 

 

 震災の年に退職し、趣味の楽器演奏で被災地高齢者の心身のケアのために音楽ボランテ

ィア活動に専念した。仮設住宅解消後、病院や施設のほか熟年層の歌唱教室や高齢者団

体の諸行事の音楽支援を行い、広い意味の音楽療法を週3回のペースで実施してきた。最

近では、歌の力を活かしたまちづくり活動（コミュニティ音楽療法）に努めている。退職後、生

き生きした新しい人生を開拓し、自己実現の域に到達する喜びをかみしめている。 

鉄鋼の研究に明け暮れていた頃は、新しい問題の解決と会社への貢献に生きがいと喜び

を感じていたが、地域のことなど眼中になかった。出向を機会に意に沿わぬ業務を捨て、あ

と20年自分を活かす道に進みたかった。在職中から、趣味を活かして世の役に立ちたいと公 

言していたが、ＣＳ神戸の導きで医院の「ふれあいサロン」や高齢者の音楽会などで地域との付き合いが始まった。 

ＣＳ神戸の2度に亘る助成金でささやかなコミュニティ・ビジネスを始め、今では8教室ほか諸団体からの要請に応え

て年間約100件の行事をこなしている。レパートリーが広くて好評であることが自慢。「歌って楽しく健康に」を合言葉

に、皆さんハッピー・ホルモンが湧くのを楽しんでくれている。 

「エコー」は歌声の広がるＥｃｈｏであり、また積善余慶の回向でもある。将来は老若男女が歌で楽しく集い、地域福

祉を皆で担えるまちづくり活動に発展させたいと思っている。 
 
８月１９日（土）午後２時～４時 コミュニティ・ビジネス・サロン「助成金獲得の知恵」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。 
 

実務講習会｢ＣＢ実践知識習得｣、起業セミナー｢ＣＢ起業の実例に学ぶ｣開催のお知らせ 

ミュージック・アトリエ 「エコー」 

安元 邦夫 さん（灘区・69才） 
リレーエッセイ⑯「私の生きがいしごと」 

編集後記 

暑中お見舞い申し 

上げます！夏祭りの便

りが届き、夏のレジャー

プランも耳にします。ワ

ラビーは8月12日～15日

に夏季休暇をいただき

ます。その後は、サロン

や講座が目白押し。英

気を養い、さらにパワー

アップしたスタッフに会

いに来てください。 Ｕ 




