
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 25 号  2006年8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 

自分にとっての「生きがいしごと」とは？ 

一度きりの人生を充実したものにするため、それを

探しあてることはとても大切です。しかし、実際に見つ

けるのは、意外に難しい課題です。  

自分の興味・能力・価値観などを、「生きがいしごと」

に結びつけるための援助が得られれば助かります。 

そこでワラビーでは、専門家グループの助力を得

て、この9月から「キャリア相談」を導入します。 

内容は下記のとおり、誰でも気軽に受けられるシス

テムです。多数のお申し込みをお待ちします。 

 

◆ キャリア相談とは? 

人さまざまの人生を誰しも自分らしく生き、自分らしく

働きたいものです。その生き方、働き方を見つけるため

に、相談の形でお手伝いするのがキャリア相談です。 

具体的には、相談員が面談を通して来談者のさまざ

まな思い・悩み・迷いなどを聴き、来談者ご自身がこだ

わっていること（価値観・興味・過去の経験．．．）、障害

になっていること（環境・能力．．．）を一緒に探りなが

ら、今後、自分らしいキャリア（生き方・働き方）を歩む

ための具体的な取り組みに向けてお手伝いします。 

(一般的には「キャリアカウンセリング」と称されます

が、ワラビーでは分かりやすく「キャリア相談」とします。) 

◆ キャリア相談員はどんな人? 

相談を担当していただくのは、関西キャリアカウンセ

リング研究会所属のキャリアカウンセラーで、ワラビー

の活動にご協力下さる有志の皆さんです。キャリア相

談の専門家であり、個人情報保護などについて厳格な

倫理基準を堅持するグループなので、安心して相談で

きます。なお、相談は個別面談の形で行われます。 

◆ 日時・場所・料金などは? 

相談日： 9月より毎月第 1 ・ 第 3 土曜日 

（初回9月2日～来年3月17日まで） 

時  間： 午後1時～5時までの間で1人通常50分以内。 

先着順でご希望の日時の予約をお受けしま

す。希望日時が空いていない場合は、相談

の上で調整させていただきます。 

場  所： ワラビーの個別相談室 

料  金： 無 料 

メンバーのご厚

意により無料と

なっています。

ご希望の方はぜ

ひお早めに申し

込んでください。 

 

 

◆ 対象者、申し込み方法は? 

対象者：ワラビー登録者で、ご自身のこれからの生き

方、働き方を模索したり、職業上の迷いを感じ

て専門家に相談してみたいと思っている人。 

申し込み方法：すべて事前申し込み制とします。 

●ワラビーに未登録の方は、まず登録が必要です。

ワラビーを訪ねていただくか、ホームページから登

録票をダウンロードし、ご送付ください。 

URL http：//www.cs-wallaby .com 

 ●すでに登録されている方は、電話かEメールでお申   

し込みください。  

TEL：(078) 841-0387 FAX：(078) 841-0312 

E-mail： info＠cs-wal laby.com 

自分に合った生き方､働き方を見つけよう! 
－ いよいよ「キャリア相談(無料)」がスタート － 

◆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 

 

個別相談室でのキャリア相談風景 



 

 

 

 

― 大切な仲間とボランティア意識、そして“思い”でなく“志” ― 
  

今年度ワラビー主催の講座・ゼミ第一弾「ＣＢゼミナール」が、7月22，29日（いずれも土曜日）に開催されました。 

１日目は、宝塚ＮＰＯセンター事務局長の森綾子さんによる「いまＣＢが面白い」。「ＮＰＯは『民』が支える新しい

『公』」「社会構造や市民意識の変化がＣＢの誕生につながった」などの内容豊富な講義に加え、直接関わった多くの

ＣＢ起業事例が紹介されました。それらの支援体験から得た森さんの「ＣＢを失敗しないポイント」は次のとおりです。 

●社会から必要 ●仲間の存在 ●地域からの受け入れ ●責任を取る人の存在 ●組織の動きの軽やさ ●男女平等 

講義後の質疑応答を含む交流会では、特に仲間の必要性やボランティア意識の大切さ、市民活動の地域間格差など

に話題が集まり、終了後のアンケートではＣＢに関する理解が深まったという回答がほとんどでした。 

 ２日目は、神戸定住外国人支援センター理事長の金宣吉さんによる「ＣＢで食べていく」。ＣＢ実践家として、「スローな

ビジネスライフを目指すなら辞めよ」「“市民の立場での事業”はモノにならない」と、最初から本音トーク。ハートのある働 

き方が確立できるなど、ＣＢが生む効果は少なくないと説きます。ただ、「食べる」に

はそれ相応の工夫や努力が必要であり、脆弱な事業体、安価な下請け化、世間の

「ボランティア＝無償」誤解など、乗り越えるべき課題が山積しているという説明が続

きました。「大切なのは気持ちの持ち方」であり、「ＣＢで働くには“思い”でなく“志”が

必要」など、体験に裏打ちされた話は説得力に富んでいました。 

アンケート結果、両日とも受講者が講師から受けたインパクトは強く、ワラビー

にとってＣＢ参画者が増える期待感が膨らんだゼミナールでした。 

 

 

 

― 障害者自立支援法の施行と小規模作業所の法人格 ― 
 

今年４月、障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざした「障害者自立支援法」が施行されました。身

体・知的・精神の３障がい一元化をはじめ、多くの制度改革が盛り込まれています。この法整備により、私たちの身近

にある小規模作業所も、多大な影響を受けることになります。 

小規模作業所は、障がい者が地域の中で働く場、日中の活動を行う場であり、それを支える組織のほとんどが障

がい者と家族、協力者たちが運営する事業です。法定外の事業として、活動内容や設備・法人格の有無など実状は

さまざまですが、自立支援法に基づく「障がい福祉サービス事業者」の要件は「法人であること」が前提です。つまり、

社会福祉法人だけでなくＮＰＯ法人等も、一定の設備・人員の基準を満たせば、法に基づく事業が実施できます。 

小規模作業所は、「生活介護」や「就労移行支援」ほか、法に基づく各種の事業に移行していくことが可能であり、

障がい種別にこだわらない事業運営ができるため、よりいっそう地域に密 

着した利便性の高い事業に進展することが期待されます。そのためには、 

サービスの質を高めるなどの努力を要することは言うまでもありませんが、 

法人格を持たない作業所にとって、まず法人格の取得が優先されます。 

活動の目的や内容、運営の実態、さらには取得手続きの簡便さなどか 

ら、ＮＰＯ法人を選択する作業所が多いことが予測できます。県内の作業 

所438ヵ所中、法人格を持たない任意団体が275ヵ所（225団体）あります。 

ワラビーでは、県や市とも連携しながら小規模作業所のNPO法人化を支 

援してまいりますので、ぜひ奮ってご相談にお越しください。 

CBゼミナール「いまＣＢが面白い」「ＣＢで食べていく」 開催のご報告 

誌上相談シリーズ｢知っておきたいＣＢ起業｣(４) 起業のご相談はワラビーまで 

作業所風景（ＮＰＯ法人にじのかけ橋 提供） 

ＣＢの面白みを語る森綾子さん(奥) 



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-262 

ＮＰＯ法人 

地域生活支援事業 

ぴあとぴあ 

登録ヘルパー 

勤務地は主に明石市内  ヘルパー２級以上（ガイドヘルパー） 

月～土曜日、9:00～18:00を基本に利用者の要望により変更有 

時間給800円～1,400円（サービス提供内容による） 

試用期間2ヶ月  求人数2名  “人間主義”を旗印に、利用者

に本当に喜んでいただけるサービスを共に提供しませんか？ 

V-36 ＮＰＯ法人 ケアット 
有償ボランティア 

 
ジョブアシスタント 

活動場所は灘区・東灘区  ※東灘コミコミ助成による事業 

曜日はご相談  時間は9:00～18:00の間でご相談 

謝金は交通費込みで1回1,500円  求人数多数 

障がい者の就労を見守る簡単なボランティアです。障がい者の

特性に合わせて、組み合わせ等調節します。 

V-38 
ＮＰＯ法人 ふぉーらいふ 

（フリースクール Ｆｏｒ Ｌｉｆｅ） 

有償ボランティア 
 

パソコン作業・電話の

取次ぎ・その他の事務

一般 

活動場所の最寄駅はＪＲ・山陽垂水  週1日（火曜日）で１ヶ月

に最大４日間  11:00～17:00の間で休憩を含む計４時間 

謝金は交通費込みで1日3,000円  ボランティア保険加入 

求人数１名  不登校や軽度発達障害を始めとする様々な子ど

もたちの居場所運営をしています。明るく健康な女性を募集。 

V-40 
（ＮＰＯひまわり会） 

よりあいクラブ明舞ひまわり 

有償ボランティア 
 

①調理ボランティア 

②カーボランティア 

活動場所は名舞センター内  月・火・木・金の間でご相談 

①9:00～14:00／謝金1,000円・交通費、15:30～19:00／謝金700

円・交通費  求人数4名   ②11:00～13:00（自動車持込み）

／謝金700円・ガソリン代300円  求人数2名   有機野菜の

販売や独居高齢者等への昼食・夕食弁当の提供をしています。 

V-42 ＮＰＯ会計支援センター 
無償ボランティア 

 
会計ソフト入力 

活動場所は宝塚市・神戸市内   活動日や時間はご相談 

交通費実費支給  求人数２名   当団体は、ＮＰＯ法人の会

計支援を行なっています。会計の知識を活かしてボランティアを

してみませんか？ メールやインターネットを使える方を希望。 
 

 

 

 
 

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 

053 Ｎさん（女・35才） 工場内作業や裏方的な仕事 家業を手伝ってきたが、週半分は他の社会でチャレンジしたい 

054 Ｔさん（女・36才） まちづくりの仕事 ＮＰＯなど、市民の立場でまちづくりに深くかかわっていきたい 

063 Ｉさん（男・44才） ＮＰＯも就業先の一つとして検討 お金のことよりも、自分の生きがいを考えながら働きたい！ 

066 Ｈさん（女・42才） コーチングを活かせる仕事 コーチングコーチの職を拡大させる目的で、副職を探索中です 

078 Ｈさん（男・70才） 体や手を動かす仕事 鮮魚店・寿司屋を自営した経験あり、少しでも収入になれば… 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

28 Ｓさん（26才） 小規模作業所の起業 尼崎市 Ｕさん30才と野菜の有機栽培を行なう作業所開設へと邁進中 

30 Ｍさん（60才） 学生支援事業 アジア 青少年の文化交流、国際教育里親の会資金援助ほか実施中 

31 Ｉさん（35才） パソコン指導 神戸市 視覚障がい者を対象とし、訪問指導から教室開設を目標に！ 

32 Ａさん（54才） カフェの運営 東灘区 テーマはヨガスタジオ・アロマカウンセリング・カフェの三位一体 

36 Ｔさん（59才） 青少年の健全育成 灘 区 団塊世代のスキー・インストラクターがＮＰＯ立ち上げをめざす 
  

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。 



 

 

  
 最近もの忘れがひどいと心配されている方、どう

ぞご安心下さい。認知症は予防できます！ 

読み書き・計算が脳を活性化する秘密がわかる

サロンです。全国各地に「脳の健康教室」の普及を

進めるスペシャリスト、㈱くもん学習療法センターの

谷村節士さんに興味深いお話を聞けるまたとない機

会です。ご自身や家族のため、地域課題解決のた

め、関心ある方はどうぞお気軽にご参加下さい。 
 

日 時  ９月１６日(土) １０：３０ ～ １２：３０ 

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 
 

 

 

 

 夫の脱サラ失敗で家計の都合上50才直前に専業主婦を卒業、障がい者通所施設に就職し 

ました。事務からデイサービス部門に移り、やがてヘルパー資格を得て高齢者介護施設に転 

職。予期せぬ方向に人生の舵を切って以来、今も想定外の航路を楽しんでいる気がします。 

年齢も考え、ヘルパー職のペースダウンに向けて転職・転居を計画し、ワラビーを訪ねたの 

が昨春でした。介護ご家族や本人が気軽に集えて、出会いや情報が得られる「つどい場【さく 

らちゃん】」を紹介され、昨秋から週２日ボランティアに通っています。ヘルパー経験やパソコン 

技術を生かし、利用者さんや仲間に僅かでも貢献できているような気がして喜んでいます。 

他にもいくつか力を入れていることがあり、自分なりにやりがいと生きがいを感じる日々です。活動の幅を広げたの

は、【さくらちゃん】の利用者さんに勧められシルバー人材に登録したおかげです。西宮に本部のある自然環境保護

団体で週２日の事務補助と、シルバー人材のパソコン教室で月１回のアシスタントをしています。空き日は個人的に

頼まれてパソコンを教えるなど、週５日間バラエティに富む「しごと」にいそしんで、楽しみや充実感を感じています。 

また、３０年来の水泳を週２回楽しみ、ビーズ手芸の趣味も続けています。何でも話し合える多くの親友たちも、私

の人生をＨＡＰＰＹに彩ってくれます。最近の多彩な「生きがいしごと」による、今後の日々の彩りがさらに楽しみです。 

 
８月２６日（土）から毎週５回に亘ってＣＢ起業講習会がスタート！ご希望回のみの受講も可能、是非ご参加を！ 
 

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。 

つどい場【さくらちゃん】 

元永 裕子 さん（西宮市・65才） 
リレーエッセイ⑯「私の生きがいしごと」 

編集後記 

蝉の鳴き声も少し 

ずつ変化してきました。 

ちょっぴり夏バテ気味で

はありますが、気を引締

めて起業・就業の相談

にあたりたいと思いま

す。９月からはキャリア

相談が始まります。独り

で悩むより、時には人に

話すことで整理・解決を

図ってみては… Ｕ 

 

コミュニティ･ビジネスサロン｢いつまでも若い脳を保ちましょう｣開催のお知らせ 

 
 

「脳の健康教室」とは 
公文式教育の KUMON が、東北大学の

川島隆太教授らとの共同研究により培った

認知症予防ノウハウ（教材・学習運営方法

など）を、現場で活用できるようシステム化

したもので、目的は以下のとおりです。 

1 脳の健康維持 

高齢者が読み書き・計算を毎日の生活

の中で習慣化することで認知症を予防

し、脳の健康を維持します。 

2 学びを通した人との交流・生きがいづくり

学習者同士やサポーターと交流しなが 

ら学習することで、楽しく続けることがで

き、新たな生きがいが生まれます。 

3 明るく活力ある地域社会づくり 

高齢者が社会の一員として、自分らしく

活き活きと生きていける地域社会づくり

をめざします。 




