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ワラビーの仲間、生きがいしごとサポートセンター神

戸西（WEKISS）では去る１2 月 9 日（土）、明石市のアスピ

ア北館でトークショーを開催しました。スピーカーとして東播磨

県民局の山田一成局長、関学大商学部の福井幸男教授とともに、

CS神戸事業本部長の国枝哲男さんが登場しました。 

トークショーのタイトルは「夢・生きがい・コミュニテ

ィ」。その中で、「社会の変化」「ＮＰＯと生きサポ、ＣＢ」

「新たな出発に向けて」をテーマに、スピーカーそれぞ

れの立場から意見交換されました。聴講者にとって、

多くのヒントが得られたトークだったようです。読者の皆

さんにも、トークショーが目的とした「自分さがし、生き

がいさがし」について考えていただくため、以下、国枝

さんの語りのポイントをふり返ります。 

「勇気ある一歩を踏み出そう！」 ｂｙ ｋｕｎｉｅｄａ 

国の行財政改革、小さな政府、官から民への流れの

中、来年から団塊の世代（昭和 22 年～24 年）の人たち

800 万人以上が定年退職を迎えます。その受け皿とし

てＮＰＯが果たす役割は重要です。 

私は、阪神淡路大震災までは、サラリーマンとして

日々黙々と会社と家とを往復するだけの生き方でし

た。しかし、震災後のボランティア活動を通じ、家族の

大切さ、地域の助け合い活動に目覚め、価値観が大き

く変わりました。その、会社人間から社会人間に目覚

めたのが、定年 10 年前の 50 歳の時でした。 

それ以来 6 年以上が経過しましたが、やみくもに会

社のために働いていたときよりも、地域で、地域の人の

ために、地域の人と一緒に活動している毎日が充実感

に満ちています。毎朝の犬の散歩から始まり、三度の

食事が楽しくて、おいしくて、仲間といつも笑いながらお 

しゃべりしているこの至福のひと時がいつまで続くのだ

ろうかと、少し心配になるほど充実した日々です。 

トークショーのタイトルのとおり、夢や生きがいは  

コミュニティすなわち地域にあります。地域の人たちが

お互いに顔見知りで、生産者にも消費者にもなり、サ

ービスの担い手にも受け手にもなって、安全で安心な

日々を暮らせるコミュニティを大切にしたいものです。 

必要以上にお金を追い求めず、家族といつも一緒に

楽しく和気藹々と生活を楽しみましょう。おいしいものを

食べ、笑い、学び、遊び、語り合う地域の仲間を大切に

しましょう。そういう生き方の中では、売上・利益のノル

マに苦しむこともなく、スローで、健康で長生きが出来

る幸せな暮らし方が、あなたのすぐそば、身の周りにあ

ります。ぜひ、そのことに気づいてください。 

自分自身が見え、地域の活力が見え、生きがいのあ

る人生が見えてきます。そのサポートをする事務所が

生きがいしごとサポートセンターです。自分さがしをし

たい、生きがいを見つけたい方々のお手伝いを無料で

行なっています。その扉を開くのはあなた自身です。 

勇気ある第一歩を踏み出しませんか！二度おいしい

人生を経験しませんか！子育て、親孝行のためには、

まずあなた自身が幸せになることです。そうでなければ 

周 囲 に 幸 せ を

分け与えること 

はできません。

あなた自身が、

まず 

Ｂｅ Ｈａｐｐｙ♪ 

に！ 

 

「自分さがし、生きがいさがし」のキーはコミュニティ 

WEKISSのトークショーで国枝さん(       )が熱弁 

◆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 

 

熱く語る国枝さん（右から二人目） 



 

 

 

 

―良い物件を早く探すには「足で稼ぐ」のが一番 ― 
 

起業にあたり、事務所や店舗をどうするかは大きな課題です。ワラビーでは、起業相談にあたって不動産コンサル

タントの知恵をお借りすることが少なくありません。11月のサロンは、その知恵をj学び、不動産に強くなる機会として

開催しました。ゲストスピーカーは、ワラビー卒業生でもある出田真人さん(「オフィス・アソシア」主宰)です。 

まず出田さんから、ライフサイクルによる住居タイプの違い、事業の採算ラインと物件グレードとの関連などの話が

あり、続いて10人の参加者からそれぞれの関心事について質問が出ました。「田舎にセカンドハウスを持ちたい」「地

方の実家を売りたい」「サラリーマン大家になるには？」「契約時の経費の考え方は？」など、話題は尽きません。  

質問に対するアドバイスの一つ一つが参考になります。「家賃は地価と金利で動く。地価は2004年に底打ちし、金利

はゼロ金利解除で上がる方向。今後家賃は上昇傾向。」「保証金は返却されるが、敷金は敷引きがある。敷引き50% 

以内なら上々。」「田舎の空き家は、現地に不動産屋がなくても工務店や建築士

が相談に乗ってくれることがある。地方の情報入手に、NIPPON-Net(地方公共

団体公式ホームページ)の活用も考えられる。」「仲介料は公定手数料。まけてく

れる店もあるが、他の費目に転嫁している場合もある。」 

 出田さんのアドバイスの中で特に印象的だったのは、「物件探しは足で稼ぐ」と

いう点でした。インターネットやPR誌などに頼りすぎず、町を歩いて現地を見るこ

とが、結果的に良い物件を早く、最も確実に見つけられるとのことでした。 

 

 

 

― 身近な活動の「中間法人」化を考えてみましょう ― 
 

本誌27号に掲載したコミュニティ・ビジネスに向く法人一覧の追加版として、今号では中間法人についてお知らせし

ます。非公益かつ非営利目的の団体にも法人格取得への道が開かれることで、さまざまな団体の社会的信用が高

まり、活動の幅がより一層広がっています。 

みなさんの身近な任意団体を法人化し、活動のステップアップを考えてみてはいかがですか？ 

◇中間法人とは 

構成メンバー（社員）に共通の利益を図ることを目的とし、かつ、メンバーへの剰余金分配を目的としない法人。 

いわば公益法人と営利法人の中間に位置し、事業目的に制限のない非営利団体。 

◇対象となる団体 

業界団体、被害者団体、町内会、同窓会、同好会、サークルなど人の集まりが対象。 

特定の社員のための非収益事業（相互親睦事業）だけでなく、収益事業や公益事業（広く不特定多数の利益に資

する事業）も行うことが可能。 

◇中間法人の種類と責任 

【有限責任中間法人】 社員は、法人の債務について対外的な責任を負わない。基金300万円以上が必要。 

【無限責任中間法人】 社員は、法人と連帯して債権者に責任を負う。最低基金額の制限はない。 

◇メリット・デメリット 

【メリット】 団体が権利義務の主体となることで、対内外の法律関係が明確になり、紛争解決が容易になる。 

【デメリット】 全収入が課税対象で、登記、機関（総会・理事会）開催、会計処理など法に基づき行う義務が発生。 

誌上相談シリーズ「知っておきたいＣＢ起業」（６） 

ＣＢサロン「不動産賃貸のツボ教えます!」開催のご報告 

貴重なネタを披露する出田さん 



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-311 

ＮＰＯ法人 

コミュニティ 

サポートセンター神戸 

（ＣＳ神戸） 

経理・総務 

最寄駅はＪＲ住吉  日商簿記３級以上、経理事務経験、ワード・

エクセル・電子メール使用可能  月～金  9：30～15：30 

土･日・祝・夏季・年末年始休  勤務開始 07年1月～ 

時間給 試用期間800円、以降900円  交通費実費支給 

健康・厚生・雇用・労災  試用期間 有3ヶ月  求人数1名 

Ｂ-313 
ＮＰＯ法人  

シンフォニー 

①まちづくり関連イベントの

企画･運営コーディネータ 

②情報誌（紙）の編集等 

最寄駅は阪神尼崎  40歳未満  ①ワード、エクセル操作必須 

②チラシ、ポスター、ホームページデザインの経験者 

月～土のうち週5日  9：00～18：00（休憩60分）  日・祝祭日休  

日給7,000円  交通費上限11,000円/月  各種保険あり 

求人数2名  試用期間有１ヶ月  勤務開始採用日の翌週から 

Ｂ-314 

トータル 

インシュアランス 

サービス株式会社 

保険の内務事務 

最寄駅は阪神西灘、市バス摩耶税関前 年齢45歳位までの女性  

未経験可  月～金  9：00～18：00（相談可）  時給800円  

交通費支給  健康・厚生・雇用・労災  試用期間 有3ヶ月 

マイカー通勤可 正社員登用の可能性あり 

M-14 
街なかの 

樹を愛でる会 

住吉を中心に人が安らげる

樹のあるまちづくりに賛同 

いただける方 

最寄駅はＪＲ住吉  活動日は月1回（土、日、祝のいずれか）  

活動時間 3時間程度  枯れた樹の植え替えや木陰ベンチの設

置促進、樹木マップ作成などの活動をめざしています  樹木を

通して『こどもへの啓発活動』、『元気なお年寄りパワー活用』に

関心のある方は是非一度ご参加ください！ 07年3月25日街なか

の樹を知るウォークイベントを開催、当日だけの参加者も歓迎！ 

Ｖ-053 
ＮＰＯ法人 

さんぴぃす 

子育て支援情報誌 

『ちょこっと』のボランティア 

スタッフ 

最寄駅は阪神芦屋駅  ①記者…芦屋市内のお店、イベントの取材、 

記事作成   ②配送スタッフ…情報誌をお店や病院・公共施設に配布 

③紹介スタッフ…情報誌をいろんなお店や病院・公共施設に紹介 

活動日 原則として週１～2日、9：00～17：00までの1～3時間 

 

 

 
 

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 

125 Ｎさん（男･76才） 有償ボランティア ボーイスカウトでボランティアを経験、何かお役に立ちたい！ 

130 Ｕさん（男･43才） ＮＰＯ関係の事務職ｏｒ教育職 ＮＰＯの世界について学ぶこと切望、ＣＢ講座受講経験もあり 

132 Ｋさん（女･53才） 事務・営業・接客 女性問題・環境・労働の分野におけるＮＰＯにも関心あり 

136 Ｂさん（女･55才） 事務または保育・学童の仕事 週３～４日、覚えたパソコンスキルを使っての仕事を希望！ 

138 Ｔさん（女･61才） 社会参加の意義が実感できること 事務職を31年やり遂げ、次の目標を模索中、ボランティアも可 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

55 Ｓさん（48才） 環境ビジネス 未定 太陽光パネルの普及やエコファンド活用による環境活動！ 

60 Ｎさん（62才） 家事専門家の育成 未定 学生寮などと連携し、調理師や栄養士の技術磨きを支援！ 

68 Ｈさん（20才） 青少年の生きる力育成 兵庫県 自然体験活動などを支援する団体をＮＰＯ法人化します 

71 Ｋさん（39才） リフレクソロジー 阪神間 仲間４人で、出張・訪問サービスの提供を計画しています 

72 Ｎさん（21才） 作業所の事業拡大 尼崎市 陶芸を取入れ、作品販売や陶芸教室として地域に場を開放 
  

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。 



 

 

  
あなたは何のために働いていますか？ 「生きがい」や「やりがい」を大切にし

て働いていますか? そんな「しごと」を見つけたいと思いませんか？ 

旧来の価値観にとらわれない新しい「生きがいしごと」を始めたい方のための 

フォーラムです。充実した人生へのヒントを見つけに来てください。 
 

講演テーマ   なにごとも、一人ひとりの夢からはじまる 

 田中 尚輝(たなかなおき) さん  (ＮＰＯ法人 地域創造ネットワーク・ジャパン専務理事) 
 

日 時  ２００７年１月１３日（土）１３：３０～１６：４０ 

会 場  兵庫県学校厚生会館 ２階大会議室 （ＴＥＬ078-331-9955） 

定 員  １２０名(事前にお申込ください。受付順) 

参加費  無 料  ※まずは、お電話下さい！  078-841-0387 

  当日、ワラビー事務所での相談はお休みさせていただきますので、ご了承ください 
 

 

 

 

 私には特別な学歴や経験はありません。一般企業を結婚退職し、パートで働く傍らスペイン

語を勉強し、それを活かそうかとボランティア活動を始めましたが、スペイン語の仕事は少な

かったので、乞われるまま自分でもできそうな運営の手伝いとボランティアコーディネートに

関わりました。  

 コーディネート業務は、外国語もそうですが異なる世界の人や思いを繋ぐことが魅力でした。

もともと端っことか舞台裏とかにいるほうが落ち着くほうなので、偶然ですが自分に向いてい

たのかもしれません。5年間、経済的には無償でしたがさまざまなものの見方・やり方を学び 

ました。自分の力をもっと伸ばしたくなり、並行して別団体の有償スタッフとして運営に携わり、その後家庭の事情で

東京から神戸に転居、ワラビーのお世話で今年5月からＩＴ支援団体のひょうごんテックで働いています。 

ツールは外国語からパソコンに変わっても、自称なんでも屋（但しパソコンスキルは並）で会計から力仕事までどん

なことでも楽しんでいます。ひょうごんテックのサポート対象のＮＰＯや外国人、障害のある人たちの頑張りの後おし

をすること、支えてくださる多くの方の思いや資金を大切にして活動することに何よりやりがいを感じます。 
 

キャリアカウンセラーによるカウンセリング （無料・先着順受付）第１・３土曜日、１人当り５０分以内、要事前申込 

今後の相談日：１月６、２０日、２月３、１７日、３月３、１７日 （土曜日以外はご相談） １３時,１４時,１５時,１６時～ 
 

先月実施のワラビーアンケートには、多大なご協力をいただきありがとうございました。結果は改めて誌上でご報告させていただきます。 

 

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。 

ひょうごんテック 

大橋 和美 さん（東灘区・42才） 
リレーエッセイ(21)「私の生きがいしごと」 

編集後記 

このたびの 

ワラビーアンケートで、

ご質問を下さった方が居

られますが、無記名式

のため、お返事ができま

せん。皆さま何なりと、

お気軽にご一報下さい。 

なお２００６年１２月２８

日～ ２００７年１月４日

まで冬期休暇です。新し

い年に出会いを…  Ｕ 

 

コミュニティ･ビジネス・フォーラム｢新しい働き方を考える｣開催のお知らせ 

兵庫県学校厚生会館  

神戸市中央区北長狭通４－７－３４ 

（ＪＲ元町駅東口から北へ徒歩１分） 

２ 階大会議室 




