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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 

ワラビー相談者の中には、会社や商店での勤務に

疲れ、心の癒しを求めて新しい働き方を模索する方が

少なくありません。「生きがいしごと」としてコミュニティ・

ビジネスを提唱するワラビーでは、農業分野でのしごと

紹介も視野に入れた活動を開始しています。 

スローライフやスローワークが実践できる「就農・援

農」。健康志向や食の安全にも、障がい者の自立支援

策としても考え得る「田舎暮らし」。いいこと一杯の「農」

について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 

◆ 兵庫県の農業政策から 

 「ひょうご経済・雇用再生加速プログラム」の中の「大

地の恵みを生かすプロジェクト」では、「＜楽農生活＞

を推進するとともに、雇用支援機関との連携等による

新たな担い手の確保・育成を行なう」とされています。  

具体的な施策として、「交流・参画による開かれた兵

庫の＜農＞づくり」の中で、「楽農生活リーダー育成」

や「都市農村交流バス運行支援」といった交流支援の

ほか、「雇用支援機関と新規就農相談センターとの連

携強化」などのしごと支援策が掲げられています。 

◆ ワラビーの就農・援農求人開拓 

農山村で働きたい方のために「就農・援農」の場を開

拓します。求人につながる取組みとして、今年度はま

ず丹波地域を考えています。阪神地域から程近く、自

然や文化財、オリジナルブランドの農産品等の地域資

源が豊富、かつ地域活動も活発な地域です。また、Ｉタ

ーンやＵターンの受け入れにも積極的です。 

ただ、丹波地区に限らず「農」への求人獲得機会が

あれば、積極的に活動するつもりです。ワラビー誌読

者の方で、関連する情報をお持ちの方がありましたら、

ぜひお知らせいただきますようお願いします。 

◆ 実りの秋「丹波・体感ツアー」 

「就農・援農」は、週末田舎暮らしなど個人のライフス

タイルに沿った選択ができます。まずは田舎に親しみ

知ることからスタートしてみてはいかがですか？そのた

めに、田園風景が広がる秋の丹波市氷上町で農作業

などを体験する日帰りバスツアーをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：10月15日(日) 午前8時出発 午後5時帰着予定 

コース： ①農業体験（黒大豆の収穫作業など） 

②郷土料理（旬食材の郷土料理づくり） 

③木工製作（自然木活用の作品づくり） 

定 員：各コース10名程度 

参加費：3,000円（含、往復旅費・材料費・昼食代・保険

料。昼食は地元との交流を兼ねます。） 

申込み： 10月5日（木）までにワラビーへ 

主 催：まちともりの生活アトリエネットワーク協議会 

（事務局：ＮＰＯ法人ＣＳ神戸） 

ワラビー独自のネットワークで「農」の求人開拓中！ 
－まず「農作業体感ツアー」ご参加をお勧めします－ 

◆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 

 

良質の黒豆を育む霧立つ体験予定地 

まちともりの生活アトリエネットワーク協議会  

2006年9月、神戸・阪神間と丹波地域の人や地域資源を  

ネットワークすることで、地域のために活動できる人材の 

発掘・育成、新しい都市間交流のライフスタイルづくりを目

的に、神戸と丹波の賛同団体により発足しました。初年度は、

両地域でのワークショップ開催、人づくりやまちづくりの 

可能性について実地調査を行なっていきます。 



 

 

 

 

― 申請することで自分たちの活動の意義や特長を知る ― 
  

NPOやコミュニティ・ビジネスの起業を考えたり実際に運営をしている方にとって、創業資金や運営費の工面は大

きな課題です。そうした財政面の悩みに、いわば特効薬として期待されるのが、行政や各種団体からの助成金や補

助金。その種類や申請方法、獲得の秘訣などを知りたいと思っている人は少なくありません。 

そこで企画したのが、「助成金獲得の知恵」サロン。8月19日(土)、ゲストスピーカーにＮＰＯ法人市民活動センター

神戸理事の八十（やそ）庸子さんを招いて開催しました。多くの団体支援に関わり助成金獲得を手伝った実績の中か

ら、興味深い話題が次々に飛び出しました。和やかな雰囲気の中で、12名の参加者からは自身の起業の夢や団体を

運営していく上での課題などが出されました。Ｑ＆Ａを含め、当日の話題の一部を紹介します。 

◇獲得できなくても、書くことで自分たちの活動の意義や特長を知ることができる。                   

◇様式が簡単な申請書こそ書くのが難しい。助成目的に合った申請が肝要。 

◇百発百中はない。どんどんたくさん書けばよい。 

◇本来は、助成金に頼らない資金構成にする努力が大切。 

◇助成金情報は、インターネットや市販の冊子、生きサポなどから得られる。 

ワラビーのホームページには、助成金情報を掲載しています。助成金・補助金

のご相談があれば、どうぞお気軽にお越しください。 

 

 

 

― 芸術性の高い音楽で子どもたちの人間形成を！ ― 
震災の翌年、写真事務所を経営する石野靖弘さん(５１才)は、スタジオを利用して子どものためのクラシックコンサ

ートを始めました。幼稚園児のわが子や近所の子どもたちの情操教育のためクラシックを生で聴かせたくても、そう

いう場がなく、それなら自分たちでという思いに音楽大学の学生や音大時代の先輩・後輩たちが協力してくれたので

した。以来１０年間、のべ４９回５５００人もの母子が芸術性の高い音楽に親しんでくれました。３０回目から外部会場

になり経費もかさみますが、演奏者の協力を得て「小学生以下無料」など安価で開催する努力が続いています。 

子どもたちの感性を伸ばし心豊かな人間に育てたい願いとともに、石野さんには若手音楽家たちを支援したい気

持ちも強く、妻の洋子さん、二人のお子さん、ボランティアのお母さん方がその願いと思いを支えてくれました。運営

資金、集客のための広報活動、ボランティアの確保など難題は山積ですが、小学１年生の聴き手が「ずっと手伝う

からね」と言ってくれたのが嬉しかったと、ご夫妻は相好を崩します。 

子どもたちをめぐる事件の多発に活動の大切さを再確認する昨今、いっそうの充実をめざし今年６月にＮＰＯ法

人化しました。団体として今後は、活動の間口を広げたいと考えています。 

近々発足するのがママさんブラスバンド。お母さんたちが音楽をいっそう楽 

しめる場づくりへのチャレンジです。さらに将来、子どもたちが自由に楽器に 

親しめるなど、情操教育のための音楽支援センター経営を夢見ています。 

 NPO法人 ＩＭＭＣ  （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｕｓｉｃ ｍｅｍｂｅｒ‘ｓ Ｃｌｕｂの略） 

理事長  石野 靖弘   

所在地  神戸市中央区山本通り２－１３－１６ 

   電 話  （０７８）２６１－８９４３   ＦＡＸ （０７８）２６１－９０８８ 

   ブログ  ｈｔｔｐ：//ｂｌｏｇ．ｃａｎｐａｎ．ｉｎｆｏ/ｉｍｍｃ 

ＣＢサロン 「助成金獲得の知恵」 開催のご報告 

起業事例「ＮＰＯ法人ＩＭＭＣ」設立のご報告 起業のご相談はワラビーまで 

丁寧に事例を交えて話す八十さん 

スタジオで夢を語る石野さんご夫妻 



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 仕事内容 条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他) 

Ｂ-263 有限会社オーティブ 

自動車部品の製造

補助、フォークリフト・

オペレーター 

勤務地は岡山県総社市真壁   単身用寮あり 

月～金曜日  8:10～17:10（残業あり）   月給250,000円以上 

試用期間1ヶ月   求人数15名   契約社員、正社員登用あり 

製造補助は未経験者可、オペレーターは要資格・経験者 

Ｂ-270 
有限会社ランクル福祉 

地域ゆりケアサービス 
介護・日常生活支援 

勤務地は東灘区   ヘルパー２級以上 

日曜日   9:00～21:00、15:00～21:00、21:00～9:00 

時間給1,200円（交通費込み）  試用期間3ヶ月  求人数数名 

適切指導をさせていただきますので、未経験の方もご応募くださ

い。前向きでプラス思考の方を希望します。 

Ｂ-272 
ＮＰＯ法人 

ヘルパーＧＯＧＯ 

身体介護、家事援助、

外出介護 

勤務地は主に須磨区、垂水区、北区 

勤務日・時間はご相談（実働は原則１週間に１日以上） 

時間給1,200円（研修時は700円）  交通費別途 

労災保険   求人数10名   雇用期間は１年ごとに更新 

障がい児居宅介護事業や外出介護事業をしており、ホームヘル

パー２級、ガイドヘルパー資格必須。 

Ｂ-273 
ＮＰＯ法人 

阪神福祉振興協会 
経理担当 

勤務地は甲子園一番町  非常勤  週休２日制のシフト勤務 

9:00～18:00（残業あり、月末4～5時間） 

月給180,000～200,000円（試用期間は日給6,000～8,000円） 

交通費上限１万円   各種保険   試用期間3ヶ月 

求人数１名  会計簿記２級以上、ヘルパー２級以上 

Ｂ-275 
株式会社 

脇田電気産業 

家電修理補助及び  

配送業務 

勤務地は尼崎市武庫之荘  月～金曜日（稀に土曜勤務あり）  

8:30～18:00   175,000円～（経験による）   交通費実費 

各種保険   求人数２名   男女を問わず、若手のやる気に

期待しています！ お客様サービスを第一とするオシゴトです。 
 

 

 

 
 

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 

080 Ｔさん（女・39才） ヘルパー２級を活かせること 職業訓練を受ける予定、しばらくはボランティア活動を希望！ 

086 Ｈさん（女・49才） 障がい児のヘルパー まずは土日曜を活用、将来は障がい者福祉施設で働きたい 

090 Ｆさん（男・33才） 調理または福祉関係のしごと 調理師を３年経験、ニートや引きこもり支援にも関心あります 

092 Ｍさん（女・49才） 調理の裏方のしごと 週２日ぐらい外出するきっかけが欲しいので、ボランティアも可 

095 Ｎさん（男・65才） 経理の経験が活かせること 気功体操のインストラクターです、人のために役立ちたい！ 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

035 Ｈさん（49才） 介護関係相談事業 東灘区 福祉業界で長年経験、今後は障がい者支援主体のＮＰＯを 

037 Ｓさん（37才） 緑と憩いのまちづくり 東灘区 散歩に出掛けたくなるようなほっこり空間をつくっていきたい 

041 Ｔさん（34才） ラーメン店開業 神戸市 お客の少ない時間帯は、ＣＢ事業としてキムチの宅配を計画 

042 Ｋさん（62才） 障がい者の作業所運営 西 区 「和気あい愛」としながら、ＮＰＯ法人設立して継続したい 

046 Ａさん（49才） 学習療法によるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 灘 区 戸建民家で開設予定、空き家情報があれば教えてください！ 
  

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。 



 

 

  
 今は漠然とした考えだけど、２～３年後には…、リタイアした後には…. 

あんなこと、こんなことにチャレンジしてみたいとお考えの方を対象にした  

コミュニティ・ビジネス交流サロンを催します。 

今回はゲストスピーカーなし、参加者一人ひとりが主役です。新しい第一

歩を踏み出したい方、ざっくばらんにおしゃべりしながら、アイデアを拡げたり、

仲間を見つけたりしませんか？ どなたも、お気軽にご参加ください。 
 

日 時  １０月２１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 
 

 

 

 

 退職間際まで営業の最前線にいましたから、退職後のイメージは好きなことをやれる、とい

う思いしかありませんでした。その通り、退職直後から学生時代夢中になっていたコーラス部

のOB団体に所属、暇があれば楽譜を見ていました。しかし、半年も経たずして、物足りなさを

感じました。何かやりたい！何が出来る、と思いたってインターネットで見つけたのが富士通

関連の資格認定制度でした。現役時代、パソコンは不自由しなかったことから、体系的にど

の程度通用するかという思いもありました。そして、パソコン教室に嵌まりました。1年半通っ

て、色々お墨付きをもらい、｢阪神SITAクラブ｣というシニア向けパソコン指導集団を立ち上げ

たのが1年前です。なお、SITAとはSenior IT Adviserのことです。 

それは多くの人たちの出会いの始まりでした。活動の場を求め、広報活動の最中に出会ったのがワラビーです。 

コミュニティ･ビジネスという概念を教わり、理念を共有してクラブの活動もこのところ活発になってきています。 

今年の７月からは週２日、ワラビーからの紹介でシニア生きがいしごとサポートセンターの運営のお手伝いもする

ことになり、今では予定表に空白部が少なくなりました。収入面では語れませんが、その忙しさが｢生きがいしごと｣そ

のものだと実感しています。「私は今、新たな出会いを楽しんでいます！」というところなのです。 
 

キャリアカウンセラーによるカウンセリング（相談）がスタートしました。 （無料・先着順受付） 

相談日・時間 ： 毎月第１・３土曜日１３時,１４時,１５時,１６時スタート、１人当り約５０分以内 

今後の予定 ： １０月７、２１日、１１月４、１８日（各土曜日） ［日時が空いていない場合は相談の上調整します］ 

 

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。 

阪神ＳＩＴＡクラブ 

森田 正純 さん（東灘区・63才） 
リレーエッセイ⑰「私の生きがいしごと」 

編集後記 

求人開拓のため 

丹波地域に出掛けてき

ました。黄金色の稲穂が

街なかより少し早い秋を

教えてくれました。 

旬の物は、体に良いと

聞きます。秋の味覚で体

力をつけて、生きがいし

ごとにチャレンジしましょ

う！ ワラビーがお手伝

いいたします。  Ｕ 

 

コミュニティ･ビジネス交流サロン｢夢ぷらん実現への第一歩｣開催のお知らせ 

06/7/1 ＣＢサロン終了後の交流風景 




