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参加者は会場定員を超える136人に上り、立ち見が

出る盛況でした。講演ではコミュニティ・ビジネス（CB）

の必要性と起業へのヒントが語られ、続くグループディ

スカッションを経たＱ＆Ａでさらに理解を深めることがで

き、田中さんの豊富な経験に基づく明快なトークが参

加者から大好評でした。以下、講演の要約です。 

なにごとも、一人ひとりの夢からはじまる 
◆「まち」は何を求めているか?  

CBの概念は、人生を楽しく生きて仕事し、その仕事

で人が喜んでくれる、または困ったことが解決できる働

き方が基本です。私たち人間は、自分の思いが社会的

に意味あるものになっていくことで生きている存在感を

感じます。能力を発揮したい、人と組んで仕事をした

い、収入を得たい、助かる人もいてほしい、人から評価

されたいなど、全て満足させたいのがCBです。 

夢を実現するにはどうしたらよいでしょう。私は、死

ぬときにニヤッとできるかどうかが、夢を持って生きた

かどうかだと思います。CBは生き方勉強会なのです。 

自分で勝手に考えて夢が実現するのではなく、「ま

ち」が何を求めているかです。求められていないものを

提供しても、それは独りよがりになります。 

では、「まち」はどういう状況でしょうか。高齢化、少

子化、コミュニケーションの喪失という歴史的に新しい

事態の中、新しい事件がどんどん起こっています。そこ

に、解決されていないニーズがあり、CBの観点で解決

できる未開発のマーケットが存在するのです。 

例えば高齢化について、今は介護ばかりに目が向

けられていますが、80％強の多数派は元気なシニアで

す。マーケットが大きいこの人たちをどう考えるかであ 

り、中でも注意を払うべきは全国で400万人弱という一 

人暮らしの高齢者です。 

各地で一人暮らし高齢者の孤独死が多くなっていま

すが、他にも困り事がたくさん出ます。家族がいれば、

風邪をひいたら薬ぐらい買ってきてくれますが、猫や犬

では役に立ちません。また、食事が悪くなるし、ゴミをど

うするかなども大問題です。 

次に少子化ですが、子育て力が家族の中にも地域

社会にもなくなっています。若い夫婦が安心して子育て

できる環境や社会制度、あるいは社会になっていませ

ん。そこにビジネスチャンスがあるのですが、子育て世

代はあまりお金を持っていません。高齢者に集中して

いるお金を、どうやって出してもらうか考えることが必要

です。また、偏差値を高めるだけで悪い日本を作る人

間を育てる塾産業に対抗し、NPO側の人間を育成する

仕事をしてほしいのです。 

コミュニケーションの喪失についてですが、本当にひ

どい時代になってきました。孤独死はコミュニケーショ

ンがない最悪の表現の仕方ですが、どうすればよいの

でしょうか。孤独死しそうな人を訪ねて行くのでなく、日

常的に楽しいコミュニティを作ればいいのです。気楽に

遊びに来れる場所を作り、来ない人を訪ねるのです。 

本来人間は、地域

社会の人と出会う

場が重要だと思い

ます。そのために

は、地域にサービ

スや行けるところを

作ることです。 

 

CBフォーラム「新しい働き方を考える」開催 
［１月１３日（土） 於・兵庫県学校厚生会館］ 

田中尚輝さん             の講演が大好評 

◆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 

 

新しい働き方を語る田中さん 

NPO法 人 地 域 創 造 ネット
ワークジャパン専 務 理 事  



 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演後のグループ討議参加者約100人にアンケートをお願いしたところ、65人（男性45、女性29、無回答1）から回

答をいただきました。結果のポイント要約は下記のとおりです。CBについて多くの人に知っていただき、自分の夢を大

切にしながら新しい働き方へ一歩踏み出すきっかけになるようにという開催目的を満たすことができたようです。 

  ●回答者の年齢割合は、50代34％、60

代20％、30代15％、40代11％の順。  

  ●「CB」について、「全く知らない」と「あ

まり知らない」の合計は63％。 

    ●「大変参考になった」が63％、「まあま

参考になった」を加えると94％。 

    ●CB・NPO起業希望者は32％。 

  また、自由記述では多くのコメントをいただきましたが、代表的なものを紹介します。 

  ●そうだそうだと思うことばかりで、参考になった。夢は見るものでなく叶えるものですね。 

  ●講師の言うとおり、「まちが何を求めているのか」のユーザーニーズの視点で考えることが必要だと思った。 

  ●自分の生活や価値観に照らし合わせて、消化するまでに時間が必要な感じがするが、良い刺激が得られた。   

CBフォーラムアンケート結果報告 

食事や移動などのサービスのほかに、マージャンや囲

碁などの遊びもあります。そういうものを作る能力は、み

んなが持っているのです。 

◆コミュニティ・ビジネスへの具体提案 

「まち」の中の商店や企業はがんばっているでしょう

か。がんばっていただきながら、足りないところに我々が

サービスを新しく作っていけばいいのです。 

商店街にお年寄り向きのベンチを置く工夫は、「まち」

づくりの初歩的なところです。また、買った品物の配達サ

ービスがあるかどうかですが、配達が大変ならリタイア 

した人によるCBと組めばいいのです。 

住宅リフォームの詐欺が横行しています。地域社会

のコミュニティが形成されていないからであり、自分の地

域がどうなっているかを考えないといけません。 

便利屋サービスがあるかどうかも大切です。どこに頼

めばいいか分らないような、ちょっとしたことを解決でき

るサービスを、地域で作り出せばいいのです。 

ダイイング・デザインサービスもあります。一人ひとり

の資産内容の違いに応じて総合的に考えてくれる人が

必要で、ここはNPOやCBの出番です。 

中でも、リバースモゲージは面白いと思います。逆抵

当権のことで、家の不動産価値のフロー化、つまり現金

化です。現金を使い切って、葬式のときに残った借金だ

らけの家を処分するわけです。60歳以上には、合計750

兆円の金融資産があります。それが企業に行くか、NPO

中心のCBに来るかですが、どんどん企業に勝つCB、

NPOを作り出すことが肝心です。その手立てとして、金 

融機関がやりたくないリバースモゲージがものすごく面

白いと思います。 

地域社会にシニア中心のたまり場を作ることも重要

です。ふらっと出て行ける場所があり、そこへ行けば何

かのお話しができる場を作るということです。人間はそ

ういう群れる場を作らないとうまくいかないと思います

が、簡単に作れるので工夫してほしいと思います。 

地域社会には人材を含む資産があり、それをどう組

み立て直すかを考えます。困ったことは地域で解決で

きる底力があるはずです。我々は積み上げてきた力を

持っているのであって、これほどの社会を作り上げた

のだから、できないわけはないのです。 

最後に、団塊世代に限らずリタイアしている人にも申

しあげたいのですが、CBやNPOに決定的に足りないの

は企業の持つマネジメント能力です。人材を確保しな

いと750兆円の奪い合い合戦に負けます。自分の力を

CBや地域社会に生かすことを考えていただきたいと思

います。夢を持って生きていくため、団塊の世代以上の

人は自分の能力を企業と違う地域社会で、もう一度で 

も二度でも花

を咲かせるこ

とができる時

代になってき

ており、そのこ

とを地域社会

が求めている

のです。 グループからの質問飛び交う会場風景 

【 CBについて 】 【 フォーラムの感想 】 

その他
3%

とても関心があった
26%

実際にＣＢを行なっている

8%

言葉は知っていたが、内容
はあまり知らなかった
37%

全く知らなかった
26%

期待したほどではなかった
3%

難しかった
3%

まあまあ

参考になった
31%

大変参考になった

63%



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-317 ＮＰＯ法人 ケアット 

ピアカウンセラー 

（障がいがある子のお母さ

んの悩み相談員） 

イベントなどの企画も兼任 

勤務地は東灘区  障がいがある子どもの子育てに関わったこと

がある方、パソコンが使えて企画力がある方  

月～金曜日  9：00～17：00  土･日・祝・夏季・年末年始休 

時間給800円～  交通費月額1万円程度まで  詳細面談 

雇用(勤務時間による)・労災  試用期間 有3ヶ月  求人数1名 

Ｂ-320 有限会社 パティオ 営業事務 

最寄駅は各線三宮から市バス2・18系統「青谷」下車 

簡単なパソコン操作ができる方、経験あれば尚可 

月～金曜日  10：00～18：00  土･日・祝・夏季・年末年始休 

時間給1,000円  交通費全額  労災 

求人数1名  試用期間有１ヶ月  勤務開始即日 

V-037 ＮＰＯ法人 ＩＭＭＣ 

事務作業から企画･運営、 

コンサートの準備・ 

当日の設営等、その他 

最寄駅はＪＲ三宮  月1回～ 日時・回数などご相談ください 

謝金はありませんが、交通費実費支給いたします 

音楽や子育てに興味がある方、余暇時間を活用したい方、ＮＰＯ

の運営に携わりたい方、ボランティア初心者も大歓迎です！ 

賛助会費募集中（会費6,000円で9,000円分のコンサート券支給） 

V-045 
ＮＰＯ法人 定住 

外国人支援センター 

外国人の子どもの日本語 

及び教科学習支援 

最寄駅はＪＲ・地下鉄新長田   月・火曜日19:00～20:30または 

木曜日16：00～20：30のうち2時間程度   謝金・交通費なし 

求人数5名程度  当団体は、定住外国人の自立・自活を目指

し、日本語学習支援、在日コリアン高齢者の民族性に配慮したデ

イサービス、相談活動、出版事業なども行なっています。 

V-052 

（ＮＰＯひまわり会） 

よりあいクラブ 

明舞ひまわり 

①コミュニティ・レストラン  

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（商店）内  月・火・木・金でご相談 

①9:00～14:00または15:00～17:00／謝金1,000円・交通費／4名 

②16:00～18:00／謝金700円・ガソリン代300円 （自動車持込み） 

／3名   体に優しい懐かしい家庭料理提供をお手伝いください 

 

 

 
 

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 

140 Ｄさん（男･38才） 介護・ガイドヘルパーのしごと 販売職を経験後、誠意を持って働ける新しい職域に目覚めた 

141 Ｎさん（男･56才） 管理・事務・営業・サービス職 30余年音楽・映像ソフト部門の仕事に従事、65歳まで働く意思 

143 Ｙさん（女･72才） 調理・話し相手などのボランティア 人生での苦い経験を忘れるほど夢中になれる活動がしたい！ 

144 Ａさん（女･37才） 地域と関わる街づくりなどのしごと 現職は障がい者の自立支援、もっと視野や世界を広げたい 

145 Ｎさん（女･46才） 家事・子育てと両立できるしごと 離職後長いので、身の回りのできることからチャレンジしたい 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

74 Ｎさん（35才） 介護保険事業の起業 西宮市 小規模作業所を作り、先々にはＮＰＯ法人化したい！ 

76 Ｓさん（65才） ボランタリーな活動 中央区 現在は会社を経営、リタイア後はＮＰＯ法人を設立予定 

77 Ｙさん（46才） 障がい者支援 兵庫区 地域密着型の託児所併設のヘルパーステーション開設 

80 Ｉさん（47才） 親子のためのサポート 灘 区 メンタルケアや国際交流、文化醸成のためのＮＰＯ設立 

81 Ｓさん（38才） 安全な食や代替医療事業 東灘区 アロマテラピーで実父の後遺症軽減の経験、伝えたい！ 
  

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。 



 

 

  
 コミュニティ・ビジネスという言葉に惹かれたけれど、どんなことがビジネスにな

るの？ 実際には何から始めれば良いの？ とお悩みの方必見のサロンを開きます。

ＣＢを起業された先輩を囲みながら、ざっくばらんなおしゃべりをしませんか？ 

ゲストスピーカーには、｢ぱぁーくすねっと｣の角田敏子さん(写真)をお迎えします。 

「ぱぁーくすねっと」は、“人々が集い、憩い、会話する公園（パーク：PARK)の集

まり” “心の通い合うビジネスを共創する生活者ネットワーク”を意味します。 

角田さんは、大きな資金も並外れた才能も持たない、ごく普通の生活者が「何か」

をしたいと思ったとき、その夢をかなえる舞台として、PARKS NETを立ち上げました。 

主たる活動内容は、展示ボックスやカルチャー教室向けコミュニティ・スペースの貸し出し、インストラクターの養成も

行なうパソコン教室の運営、手づくりアーティストに発表とコミュニケーションとビジネスの場を提供するイベントの開

催、暮らしのマーケティングの観点からの事業展開もされています。ここには、あなたの起業のヒントが一杯です。 
 

日 時  ３月１７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 
 

 
 

 

 

「ヒューマージンの原点」 

人間らしさ（Human）とユーモァ（Humor）に暇人（Himajin）を合わせてヒューマージンという

造語を創り、独自の生きがいづくり活動を開始したのは４年程前になります。 

時は誰しも同じように進みますが、心に余裕があるのと無いのでは大きな差が出てきます。

心に余裕があれば一時間でもその価値を十分に活かせられますが、心に余裕がなければ忙

しくて時間が無いと感じてしまいます。 

素晴らしい才能を持っていたとしても、忙しいと感じれば才能を発揮する機会は生まれま

せん。私は各人が自分では気付かずにいる長所を生かせる機会を提供する活動が出来れ

ば面白い、と思ってヒューマージンセンターという名称をつけました。 

興味をもって近づいて来る人もいますが、「ヒューマージンは縮めて言うとヒマジンのことですわ。」と冗談半分に説

明すると大抵の人は笑って去っていきます。本当に暇をもてあましている人に他人が暇人と言えば怒ります。しかし、

「自ら暇人」とニコニコ名乗れるようになると、色々な情報が数多く集まってくるから不思議です。 

暇人ということに抵抗がある人は「ヒューマージン」とハイカラに言ってみてください。 

きっと楽しい世界が開けていきます。ご案内は私がします。 ヒマですから…。 
 

３月３１日（土）午後２～４時 ＣＢサロン「夢を実らせて…」 ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ ＮＰＯ法人ケアット 岡本芳江さん 
 
 

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。 

ヒューマージンセンター 代表 

立田 英雄さん（西宮市・66才） 
リレーエッセイ(22)「私の生きがいしごと」 

編集後記 

１月１３日のＣＢ 

フォーラムは130 

人超のお客さまが来ら

れ、スタッフの対応も行

き届かぬ点があったこと

と、お詫びいたします。

改めてワラビーの事務

所にて、皆さんの新しい

働き方についてご相談さ

せていただきたくお待ち

しております。  Ｕ 

ＣＢサロン｢夢がはじまるコミュニティ・サロンぱぁーくすねっと｣開催のお知らせ 




