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◆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。

７月２５日（土）

TEL 078-841-0387

FAX 078-841-0312

E-mail ⇒ info@cs-wallaby.com
URL⇒ http://www.cs-wallaby.com

今年も開講します！

ひ ょ う ご コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ビ ジ ネ ス １ day ス ク ー ル
例年、生きがいしごとサポートセンター６団体と日本政策金融公庫が共催でコミュニティ・ビジネス（ＣＢ）の普及やＣＢ
起業を応援するイベントを行っています。今年も、昨年に引き続きＣＢをより身近に、より具体的に知っていただける「ひ
ょうごコミュニティ・ビジネス１dayスクール」を開催します。
今年にテーマは、「誰でも、どんなスタイルでも関われる」です。様々な人たちが、自分がやりがいを持って、自分がや
りたいスタイルでＣＢ活動を行っています。パネリスト３名ずつをお招きし、起業のノウハウや活動内容をお伺いします。
ぜひ、共感できるＣＢ活動を探しに来てください。
時間
１時間目

テーマ

10：00～12：00

生きがいとしてのＣＢ
（経験を活かして社会への恩返し

＊11：30から３０分は
パネリストとの交流会
２時間目

13：00～15：00

や自分の好きなことで喜んでもら
えるＣＢ活動をご紹介します）
自分サイズのＣＢ
（家庭の状況に合わせながら、生

＊14：30から３０分は
パネリストとの交流会
３時間目

15：00～17：00

き生き活動できる秘訣を聞いて
みませんか？）
しごととしてのＣＢ
（社会問題の解決をめざす事業

＊16：30から３０分は
パネリストとの交流会

で食べていく、社会起業家の起
業ストーリーをお伝えします）

こんな活動をしています！（パネリスト）
●コミュニティカフェ（森川賢子さん）
●みんなで創る地域の居場所（中村保祐さん）
●コミュニティ大工（中山照彦さん）
●英語学童（岡田全代さん）
●多世代交流でまちづくり（合田三奈子さん）
●アグリセラピー（福本裕子さん）

●在住外国人の「食」の選択支援（菊池信孝さん）
●産業遺産ツアー（前畑温子さん）
●高校中退者への学習支援（山口真史さん）

【日 程】 ７月 25 日（土） 10：00～17：00
＊ご興味あるテーマごと、出入りは自由です
【会 場】 ハーバーランドダイヤニッセイビル 11 階
（JR 神戸駅から徒歩 10 分）
【参加費】 無料
【お申し込み方法】
氏名、住所、連絡先（電話、FAX、メール）と希望のテーマを
ワラビーまで電話、FAX、またはメールでお申し込み下さい。
＊当日、個別相談や託児をご希望の方はご連絡ください。

NPO 法人コミュニティかりば
ハーバーランド
ダイヤニッセイビル１１階

2015 年度 講座のご案内
ワラビーでは、就業や、ボランティア、起業や団体の運営などに役立つ講座やサロンを行っています。毎回、受講者から
のアンケートをもとに振り返りを行い、ニーズや改善点を把握し、次回に生かす形で真に役立つ内容を心がけています。
今年度も、コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）を広く知っていただくための１day スクールや、交流の中からヒントを探るサロン、実
務を学ぶセミナー、昨年大好評だったコミュニケーション講座など、バラエティに富んだ内容で計画しています。（日程等の
詳細は追ってお知らせします。）
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① ひょうごコミュニティ・ビジネス 1Day スクール
県内の生きサポ６センターと、CB の創業資金を融資により支援する日本政策金融公庫が協働して行います。CB 実践
者によるパネルディスカッションや、実践者との交流会を通じ、CB についてたっぷり学べる内容です。
② 誰でも分かる法人格
ＮＰＯや一般社団法人等の団体で活動したい人のために、様々な法人格を比較し、設立の手順も分かる講座です。
③ CB 起業セミナー
地域のニーズに応える事業を実現させた起業家からノウハウを聞くことで、CB 起業に一歩近づける講座です。
④ 初心者限定 やさしい経理
事業に会計は必須です。日常の記帳から決算への流れや給与計算の基礎が、演習によりしっかりと学べます。
⑤ ＮＰＯ決算準備セミナー
ＮＰＯ会計基準に基づく決算に必要な知識・スキルを、演習をまじえて学べるので、すぐに実践に役立ちます。
⑥ ＣＢ人材育成セミナー
ボランティア団体においても、事業を展開してきた団体においても、組織運営のためには人材が最大の課題です。
採用・育成・退職の流れを踏まえながら、トラブル防止にも役立つ講座です。
⑦ CB 交流サロン
詳しくは 4 面をご覧ください。
⑧ 人前での話し方スキルアップセミナー
面接やプレゼンで、自分の伝えたいことを分かりやすく伝えるためのポイントを学べます。
⑨ 就労継続応援サロン
仕事は継続してこそ力になります。仕事上の悩みの解決法のヒントを話し合ってみませんか？
⑩ CB 型地縁団体視察ツアー
高齢化がすすむ地域を何とかしようと、コミュニティ・ビジネスに取り組んでいる地縁団体の活動現場を見学するツア
ーです。
⑪ セカンドライフ事例サロン
地域で活躍中の先駆者の方々にお話を聞くことで、第二の人生を生きがいを持って豊かに過ごすためのヒントを得ま
せんか？

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。
下記以外にもたくさんの求人があります。お気軽にお問い合わせください。

お仕事情報！
No

求人団体名

職

種

（株）クラッシー・
2921

ファミリーコンシェル

営業

ジェ関西

2922

2931

2930

NPO 法人
すまみらい

障がい者支援

積和管理関西
株式会社（株）

菊正宗酒造記念館

マンション
管理

V-364

調理、接客

地域の方々の絆となっているカフェです。お客さんが気持ちよく過ごせる場所
になるよう心がけています。
最寄駅/ＪＲ摂津本山
資格/不問（調理士・管理栄養士などあれば尚良
し）
経験/不問
勤務日/週 2～3 日程度（応相談、シフト制）
勤務
時間/9:00～19:00（応相談、シフト制）
給与/時給 850 円～900 円（経験、
資格により優遇）
交通費/実費
社会保険/労災
試用期間/2 週間（時給 850 円）

カフェ
“はじめのいっぽ”

Workmate

社会福祉法人 一羊会
カノン上甲子園

グループホーム「風の家」利用者 4 人（精神障がい者）に対する食事提供や清
掃等の生活援助業務のお仕事です。
最寄駅/神戸市営地下鉄・山陽電車 板宿
資格・経験/不問
勤務日/水・金・土（祝日も含む）
勤務時間/ 13：30～19：30
時給/ 時給 800 円（13：30～17：30）、時給 1,000 円（17：30～19：30） （処遇改
善手当、賞与有）
交通費/支給（上限 15,000 円/月） 雇用形態/パート
社会保険/労災
入居者の応接、点検業務、巡回業務、立会業務、清掃等をお願いします。
最寄駅/六甲ライナー アイランド北口又はアイランドセンター
資格/不問
経験/不問（同様の経験あれば尚良） 勤務日/シフト制
勤務時間/ 1）9：00～16：00 2）13：00～20：00 3）9：00～20：00 等（シフト制）
給与/月給 160,000 円（賞与あり） 交通費/実費 雇用形態/契約社員
社会保険/労災、雇用、健康、厚生

販売、受付等

ボランティア募集！

V-360

家事サービスをご希望のお客様宅に伺い、本サービスのご説明や、お客様が
困っておられることをヒアリングし、サービスのご提案等をしていただきます。
最寄駅/JR 芦屋・阪急 芦屋川
資格/不問（運転免許あれば尚良） 経
験・能力/PC 基本操作（Word, Excel)、実務経験 1 年以上あれば尚良
勤
務日/月～土のうちシフト制
勤務時間/ 9:00～17:30 他 給与/月給
175,000 円～210,000 円
交通費/支給（上限 30,000 円/月）
試用期間/3 ヶ月
社会保険/労災、雇用、健康、厚生
※事務、家事サービスの求人もあります。

記念館（博物館）売店のレジ、商品陳列、記念館の受付、案内、清掃、きき酒
コーナーなど仕事は多種にわたります。
最寄駅/阪神魚崎、六甲ライナー南魚崎
資格・経験/不問
勤務日
/週 2～3 日程度（内、１日は必ず土日を含む）
勤務時間/9:30～16:30
給与/900 円（土日祝）、850 円（平日） 交通費/支給（上限 800 円/日）
社会保険/労災
備考/長期間勤務できる方を歓迎します。

NPO法人 ケアット
2940

条件(最寄駅／勤務日時／給与／交通費／その他)

活動に参加してみたい、ボランティア・なかまを募集したい等の
ご相談があれば、ご遠慮なく連絡ください！

フィリピン人母子の居場所づくりとして、Masayang Tahanan （楽しい家）にて、外国にルー
ツを持つ子どもたちの学習支援や親の日本語学習をサポートしています。 1）児童学習
塾（就学前と小学生） 2）生徒学習塾（中学生と高校生） 3）お母さんの日本語教室（各レ
ベルの日本語支援）でのサポートをお願いします。
活動日時/毎月、第 2 日曜日と第 4 日曜日 13 時半～15 時
謝金・交通費/なし
知的しょうがいがある高校生が、放課後に通うデイサービスです。一緒に創作活動や、ス
ポーツ、おやつ作りなどをしてくれる方を募集しています。しょうがいのある方と関わったこ
とがない方でも大歓迎です！
活動日時/月～金 15：00～18：00（長期休み期間：13：00～18：00） 交通費/支給（上限
1,000 円/日）

ＣＢ交 流 サロン

「人のつながりは事業の要！」

開 催 のお知 らせ

コミュニティビジネス（ＣＢ）や地域活動に取り組む団体の皆さん、“親戚”や仲間を増やしませんか？同業種・異業種
の人たちが集まって、ワイワイガヤガヤ、垣根なしで話し合う交流会を開催します。
人が集まれば、新たなエネルギーが生まれます。交流しあうことでネット
ワークを広め、刺激しあって元気が分かち合えます。日頃、ご自身の活動で
手一杯、という方こそ、ぜひ、ご参加ください。活動団体のみんながつながっ
て、それぞれが活性化するために、互いに支え合う関係作りのきっかけにな
れば…、そんな交流の場にしたく、多くのみなさんのご参加をお待ちします。
日 時

６月２０日（土）１４：００～１６：３０

内 容

＜前半＞

昨年の交流サロン全体会風景

活動紹介、グループ別交流会

活動を知ってもらう、困りごとにアドバイスしあう、活動の知恵や工夫を教え合う・学びあうｅｔｃ．
ｅｘ.「同じ思いで活動しているなあ」「他の団体はどうしているのか尋ねてみよう」
＜後半＞

全体交流会
広くネットワークを作る、協力しあえそうな団体をさがす、今後の活動を考える機会にするｅｔｃ．
ｅｘ.「活動範囲を広げたい」「協力できることを話し合いたい」「おたがいにＰＲをサポートしあおう」

対象者
会 場

ＮＰＯ法人・各種ＣＢ団体・地域活動団体などの活動に参加している人
ワラビー事務所

費 用

１人 500 円

お申込み･･･まずはお電話ください！ 078-841-0387

リレーエッセイ(110)「私の生きがいしごと」

ゆめでざいん

小倉 友恵 さん （神戸市・34 才）

私は出産前、グラフィックデザイナーとして働いていました。その経験と、趣味で描いていたイラストを
活かして、子育てサークルや子どもの通う幼稚園の PTA 活動などでイラストやチラシなどを作るお手伝
いをしていました。とても楽しかったのですが、無償ボランティアだったため、収入はありませんでした。
私は第二子が入園したら働きたいと考えていたので、この仕事で収入を得られれば、と思いつつも、忙
しい日常の中、すぐには具体化できませんでした。PTA のお手伝いの流れで、自分の作品集を作る機
会があり、たくさんの作り溜めたチラシやイラストなどを掘り出して見ているうち、「やっぱりこの仕事がしたい！」と思いま
した。思い立ったら善は急げ、ということで、以前から友人から聞いていたワラビーを訪ねました。
2 人の子どもを連れての突然の訪問にも関わらず、相談員の方は温かく迎え入れてくださり、まだ具体的なビジョンが
ないにも関わらず、たくさんのアドバイスをしてくださいました。のちに仕事につながるようなボランティアや、収入のある
お仕事を紹介していただけました。今も月に１、２件ほど収入のあるお仕事ができています。
今年の４月からついに第二子が入園し、わずかながら自分の時間ができたので、これから起業に向けて本格的に活動
をしようと考えています。あのときワラビーに行っていなかったら、特技のイラストを仕事にする、という発想はなかったか
もしれません。さぁいっぱいお仕事するぞ！
イラストやチラシ・ポスターなどのご依頼はこちら→０９０－３１６６－４４０３
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）
〒658-0052
神戸市東灘区住吉東町５-２-２
ビュータワー住吉館１０４
（ＪＲ神戸線「住吉」駅南東側徒歩５分）
ＴＥＬ：０７８－８４１－０３８７
開室日：月曜日～土曜日（日・祝休み）
開室時間：９：３０～１７：３０

ワラビー（東灘区役所の西隣）

シーア

ＪＲ住吉
本住吉
神社

２

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
東灘区役所

〶

「生きがいしごとサポートセンター」は、他に「阪神北」、
「阪神南」、「神戸西」、「播磨東」、「播磨西」があります。
詳しくは上記までお問合せください。

編集後記
新緑の季節に
なり、草花が鮮やかです
ね。公園を散歩していると、
色とりどりのツツジが満開
で、目を奪われました。これ
からは雨の季節、あじさい
が目を楽しませてくれそうで
す。屋内で過ごすことが多
いこの時期、色々なことに
思い巡らすにはよいです
ね。何か始めてみようという
方、ご相談のある方はお気
軽にワラビーへどうぞ（Y）

