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今年度も残すところ約４ヵ月になりました。ワラビー

では、年間計画に沿って事業を順調に推進していま

す。過日、兵庫県に事業の中間報告を行い、年度後半

にチャレンジする方向性を確認しました。 

以下、誌上で、主として中間報告のデータを用いな

がら上半期の活動をふり返ります。 

◆起業・雇用創出ともに好調！ 

起業数と雇用創出数は、いずれも目標値をクリアー

しました。(雇用創出=最低賃金683円以上の就労人数） 

 年間目標 上期目標 上期実績 

起   業 ２０団体 １０団体 １7団体 

雇用創出 １９０人 ９０人 １２６人 

ワラビーでは、「生きがいしごと」とは賃金額に拘らず

本人が生きがいを感じるしごとと考え、ボランティア求

人へのマッチングも重視しています。この成立件数も

順調に進捗しています。なお、ボランティアには有償と

無償がありますが、下記数値はその合算です。 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １００人 ―― ５９人 

◆多くの相談者(1日平均１６人、３１件) 

面接人数は下表のとおり予想を大きく超えました。 

面接者数 ８４０人 ―― ８０５人 

面接以外にも電話やFAX、Ｅメールなどでの相談が

あり、その相談者数の合計が1,165人、面接と合わせる

と1,970人(1日平均16人)になります。なお、相談件数の

合計は3,840件(1日平均31件)にのぼります。 

◆ＰＲ量は順調に増加 

 ワラビー誌の送付、講座・セミナー等のチラシ発行な

どによるＰＲ量は以下のとおりでした。 

ﾜﾗﾋﾞｰ発行 15,400部 ―― 7,600部 

ﾜﾗﾋﾞｰ送付 10,000部 ―― 6,977部 

チラシ配布 39,000枚 ―― 25,000枚 

 

◆講座の聴講者数は、いまひとつ 

上期の主要研修は、充実した内容にも拘らず参加数

が少なく残念でした。「生きがいしごと」への関心を高め

ることが大切であり、今後のチャレンジ目標です。 

 目標人数 実績人数 

CBゼミナール ３０人 ２２人 

実務講習会 ７５人 ４３人 

起業体験者ｾﾐﾅｰ ７５人 ４６人 

 なお、CBサロンは好評裡に推移しています。 

Ｃ Ｂ サ ロ ン 年間１３２人 上期７８人 

◆今後、力を入れるのは？ 

コンサルタントとの相談、短期間の開業が体験でき

るトライアル制度などへの応募が、上期は低調でした。

ぜひ計画どおりに実施したく、興味関心ある方はどうぞ

お問合せください。また、前号でお知らせしたＣＢフォー

ラム(1月13日開催)の成功にも力を入れます。  

なお、目標達成の一方で、ワラビー利用者の満足度

向上がさらに重要と考えます。そのため下記アンケート

を行い、回収率を高めたいと考えています。 

たゆまず続くワラビーのチャレンジ!! 

― 目標=年間計画の完遂+利用者の満足度向上 ― 

◆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 

 

ワラビーアンケート実施のお願い 

ワラビー活動が地域で真に役立っているか、 

改善点は何かなどを点検するため、利用者の皆さ

まにアンケートをとらせていただきます。 

 過去２年に引き続き３回目の実施です。ワラビ

ーご登録者はぜひご協力いただき、忌憚ないご回

答を返送下さいますようお願いします。 

 同封の封筒で、送付書類のうち回答用紙のみ 

12月10日（日）までに投函してください。 

 回答はNPO法人CS神戸の担当部署で開封・ 

集計します。集計結果については、追ってワラビ

ー誌上でお知らせします。 



 

 

 

 

― ぜひ実を結んでほしい、思い思いに語った参加者の夢 ― 
 

「何か新しい第一歩を歩み出したいと考える人集まれー！」10月21日（土）のサロンは、そんな漠然とした呼びかけ

に自分のことだな？と感じ取った前向きの人たちで熱気ムンムンの会になりました。 

ゲストスピーカーは、その名もテーマぴったりの「夢パワー企画」代表、岡部記代子さん（芦屋市在住）。「人との出

会いを大切に」をコンセプトに、講座や研修会などを通じて地域で仲間と共に出会いや語らいの場をコーディネートす

る活動を続けています。「大震災で大きな喪失感を味わったけど、夢を追い希望を持てば、その中から“夢パワー”が

生まれてくる」と、経験をふまえた明るくパワフルなトークが12人の参加者を元気づけてくれました。 

トークに続いての交流タイムは、参加者が思い思いに夢を語りました。不登校の子どもたちの農作業やキャンプ、

貸し食堂（日替わりオーナー）経営、人間関係で苦しむ人たちへのサポート、区内の古木マップ作成、スイーツのコン 

テスト入選、海外ロングスティ、無人島でのキャンピング、介護ヘルパーのケア

等々次々に飛び出す思いや計画の数々。中には自身の起業した事業のＰＲをし

たり、コンテスト応募への写真撮影者を募ったり、和気あいあいムードの中で閉

会後も延々と交流が続きました。 

ワラビーでは、この日語られた「夢ぷらん」がやがて実を結ぶことを、心から 

願っています。夢実現のため、どうぞワラビーにご相談ください。この日に参加 

できなかった方も、ぜひ夢を語りにお越しください。 

 

 

 

― “おふくろ弁当”の原点を大切にしつつ事業拡大を模索 ― 
 

 震災時にボランティアへの炊き出しから始まった配食サービス「あたふたクッキング」は、震災10年を過ぎ、平均年

齢70歳を超えるメンバーから自分たちの役割も終わったという声も出始め、いったん幕を閉じることになりました。 

 しかし、“おふくろ弁当”の人気は高く、地域の高齢者宅など従来の配達先からの要望が強いので、ワラビーでは何

とか続ける工夫はないものかと関係者と検討を重ねました。何よりもメンバーの充足が必要ですが、もともとボランタ

リーな事業であり、配達ドライバーも含め人材確保は至難でした。 

 ちょうどその時期、橋口文博さん（48歳）が新たにワラビー起業研究員に参加、「ニューあたふたクッキング」の創業

が格好の研究テーマになりました。気鋭の新メンバーも集まり、以前からのベテラン数人にも力を貸してもらえること

になったものの、人員が不安定な船出でした。以来、橋口さんは全体的なマネジメントはもちろん、必要に応じて買い

出しや配達、時には調理も引き受け、メンバーと協力しあっての大活躍が続いています。  

助成金獲得により厨房改装や備品充足した上、最近、別の助成財団から配達車両の寄贈を受けました。また、食

材の一部を丹波からの直接調達に切り替えたり、パーティー用オードブルのケー 

タリングも開始するなど、事業がめざましく進化しつつあります。 

  人員の安定が最大の課題ですが、それをクリアした上で、事業の拡大を視野に 

入れてのチャレンジがこれからも続きます。ボランティア希望の方、是非ご連絡を！ 

    ニューあたふたクッキング 

       神戸市東灘区御影本町６－１５－１０ 御影市場「旨水館」内 

       電話・ＦＡＸ （０７８）８２２－１７３２                                                  

起業事例「ニューあたふたクッキング」創業のご報告 

ＣＢ交流サロン 「夢プラン実現への第一歩」 開催のご報告 

素敵な笑顔の岡部さん（中央左） 

車両贈呈式（橋口さんは後列右端） 



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-281 
介護老人保健施設 

「いつでも夢を」 

看護師 

（施設利用者の 

健康管理他） 

最寄駅は大倉山  正・准看護師  経験不問  

土･日･祝を含む交代勤務  9：00～18：15（休憩75分）他に夜勤有 

正看護師265,000円/月～、准看護師240,000円/月～（年齢経験考慮） 

賞与計3ヶ月程度  交通費実費支給（上限有）  健康・厚生・雇用・労災 

試用期間有3ヶ月  求人数2～3名  非常勤も同時募集中 

B-291 あかね在宅介護 
登録ヘルパー 

（高齢者・障害者） 

最寄駅は利用者宅による  ホームヘルパー1、2級、ガイドヘルパー  

週1回、1日1時間から都合の良い時間帯  身体介護1500円/時、 

生活援助1000円/時他詳細面談  雇用（勤務時間による）・労災  

求人数7名  初心者も丁寧にアドバイスします 

B-300 
特定非営利活動法人 

こぐまくらぶ 

ベビーシッター 

（講演会の間の 

集団保育） 

最寄駅は会場による（阪神間・大阪他）  年齢・資格不問 保育・幼稚園に

携わった経験のある方、子育て経験のある方尚可  月1～2回、 

1回2～3時間  1000円／時  交通費実費  登録制  求人数数名 

障害のある子供にも無い子供にも学歴や偏差値以外の「生きた自信」 

「生きた価値観を与えたい」･･･こんな思いから出発した「こぐまくらぶ」です 

B-301 
介護保険事業所 

（有限会社） 
経営者 

訪問・予防介護事業の経営を始めたい方を募集しています  介護保険事業所

認可済、有限会社登記済の資格を利用して直ちに経営が開始できます  従来

の事務所（神戸市内）を共同利用も可  その他仔細は面談にてご相談 

V-050 あたふたクッキング 

有償ボランティア 

①調理と関連業務 

②配達 

（自家用車持込） 

最寄駅は阪神御影  活動日：月～金  ①水・金の調理急募！   

9：00～13：00  求人数3名  謝金1回500円、交通費（上限有）、昼食  

②10軒程度の配達  月曜できる方急募  11：00～12：30  求人数2名  

謝金1回1000円（自動車使用料・ガソリン代含む）、昼食、 

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！ 

V-051 やかまし村 有償ボランティア 

最寄駅はＪＲ六甲道  グループホームで開催する朝喫茶でのモーニング 

サービスの提供  第2、4木曜日  6：30～9：30の間でご相談 

謝金有・交通費（上限有）支給  求人数数名  会計ボランティア同時募集！ 

 

 
 
 
 

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 

079 Ｍさん（男・66才） 会計ボランティア 会社員時代の実務経験を生かして、会計・経理のボランティアを 

117 Ｓさん（女・27才） キャリアカウンセラー 「こんなことしたい」を具体的な仕事につなげるお手伝いをします 

118 Ｋさん（男・69才） 農作業・農村生活 借り間、留守番、居候、シニア下宿＋援農先を探しています！ 

120 Ｙさん（男・59才） 屋外・屋内作業全般、話し相手 音楽、体を動かす作業、料理を通して、元気を分け与えます 

015 Ｉさん（女・42才） 介護保険事務手続 子育て、読み聞かせボランティアとの両立をはかって働きたい 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

39 Ｙさん（55才） 高齢者・障害者の就業支援 検討中 高齢者や障害者と企業をつなぐ事業をＮＰＯとしてやりたい 

54 Ｓさん（49才） 学習支援とマッサージ 垂水区 楽しみながら学力を伸ばす。心身の健康回復を目指します 

55 Ｍさん（47才） 高齢者の緊急連絡網整備 播磨地域 24時間365日の見守り・通報システムを作りたい 

57 Ｉさん（51才） 施設退所後の在宅支援 東灘区 看護師・美容師・整体師等のチームで在宅高齢者を支える 

64 Ｏさん（46才） 訪問エステ 東灘区 高齢者、障害者、子育て中、介護中の方の自宅へ訪問 
  

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。 



 

 

  
 平成１２年に介護保険制度がスタートし、今年４月には改正法が施行されました。

３月末の住民基本台帳によれば、国民の５割以上にあたる７千万人弱が保険対象層で

あり、そのほとんどが介護保険料を納付しています。介護対象者の増大など制度の将

来に対する不安要因もあり、決して無関心ではいられない状況にあると言えます。 

そこで「介護保険料を天引きされるけど、どうして４０歳以上が対象なの？」「家

族の介護が気になる年齢だけど、どんな時に保険が適用になるの？」「ヘルパー資格

は取ったけど、実態がいま一つ解らないので・・・」「介護事業所を立ち上げたいの

で、ぜひ聞きたいことがある」という方などに見逃せないサロンを開催します。 

ゲストスピーカーは、｢神鋼ケアライフ岡本あんしんすこやかセンター｣の小西和弘さん(写真)です。地域

の窓口となる地域包括支援センター・介護予防支援事業所の主任介護支援専門員として、日々介護現場の第

一線で活躍されています。皆さんの素朴な疑問、悩みをお寄せいただけるチャンスです。 
 

日 時  １２月１６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 
 

 

 

 心で聴くとは？  

これが私の生きがいしごとのテーマです。大学で就職支援を手がけて今年で10年目を迎

えます。大学での就職支援では、学生個々の志望や適性を踏まえた支援を必要とし、何より

本人の納得する結果を導き出すことを理想としています。 

 今まで誠心誠意支援をしてきたつもりですが、『知識』と『経験』に頼った自分の対応に物

足りなさを感じることがありました。知りえた情報を『知識』として蓄え、個々の状況に応じた情

報を提供し、経緯・結果を検証しながら『経験』を積んできました。しかし、本当に学生の望む

支援が出来ているのだろうか、心の声をきちんと聴けているだろうかという疑問を払拭できな 

い現実がありました。そこで、その『知識』と『経験』を理論的に結びつけようと、キャリアカウンセリングの勉強を始め

ました。最初に頭に飛び込んできたのは、信頼関係が構築できなければ心の通ったカウンセリングはできないという

ことです。その原点は心で聴くことだと思います。具体的には相手の気持ちを一つひとつ丁寧に拾っていくことです。

この繰り返しこそがキャリアカウンセリングのあるべき姿だと思います。 

現在、私と同様熱い心を持った仲間たちとワラビーでキャリア相談のお手伝いをさせていただいております。私た

ちのこの思いが、相談に来られた方々の心の中に小さな灯かりをともすことができれば、それこそが私たちの目指す

生きがいしごとであると確信しています。 
 
１１月２５日（土）午後３時～５時 ＣＢサロン「不動産賃貸のツボ教えます！」を開催します。申込みはお早めに！ 
 

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・ビジネスサロン｢ずばり聞きたい！介護保険｣開催のお知らせ 

関西キャリアカウンセリング研究会 代表 

岸田 脩一さん（猪名川町・51才） 
キャリア・ディベロップメント・アドバイザー 

リレーエッセイ⑳「私の生きがいしごと」 

編集後記 

落ち葉が風に舞う 

季節です。先日、山歩き

の途中、東灘区の保久

良神社でイノシシの親子

と出会いました。同行の

一人から来年の干支と

の声が…早いもので今

年も残り約１ヶ月。気を

引締めて頑張ります。皆

さんも風邪などお召しに

なりませぬように… Ｕ 




