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2014 年 度 ★ ワ ラ ビ ー 活 動 報 告

たくさんのご利用・ご支援、ありがとうございました！
1年間を振り返ると、ご来所いただいた大勢の方の顔が浮かびます。今年度も、たくさんの方にご支援・ご協力いただ
きながら、それぞれの「生きがいしごと」を共に考え、ときには悩みながら、ときには喜びを分かち合いながら、その実現
をめざしました。下記にて、1年間の活動をご報告します。（2014年度のデータは、2月末時点のものです。）

相談者数

ワラビーに相談に来られた方の人数は右図のとおりです。
自ら事業を立ち上げたいという起業希望者の目指される活動内容

起業希望者

は、社会経済的な動きに伴い、年々傾向に変化がみられますが、人
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数だけに着目すると、過去４年間、ほぼ同数の200名弱です。

600

一方、仕事を探しておられる方の人数は、国内の失業者率の推移

400

とほぼ同じ傾向を示しており、リーマンショック時をピークに徐々に減

200

少傾向となっています。今年度はボランティアを希望されている相談

0

者が全体の２５％と、例年に比べ、飛躍的に増加しました。

11年度 12年度 13年度 14年度

成果
＜ 起 業 ＞
障がい者支援

4
2 2
子どもの健全育成
2 1
音楽・アート・スポーツ 2
2
高齢者支援

65 歳以上

2

1

42

60～64 歳

1

健康増進

11
3
1 1
1 1
1 1

環境
婚活
国際協力
商品開発・販売

55～59 歳

35

17

44～54 歳
35～44 歳

NPO
一般社団法人
一般財団法人
任意団体

24 歳以下

28
26

12
22

25～34 歳

11
10

53

32

16

子育て支援

生涯学習

新規就職申込件数：233 件
就職成立者数：142 名

＜ 就 業 ＞

計 33 団体

3

就業希望者

17

54

新規就職申込件数
就職成立者数

定年年齢が 65 歳に引き上げられたことに伴い、定年を見

障がい者支援に関しては、今年度は全て、同じ障がいや

据えて徐々に地域活動を知りたいという６０代前半の方か

病を持つ方々の交流や情報交換の場づくりの活動をスタ

ら、実際に働きたいという６５歳以上の方々のニーズの違

ートさせた団体です。高齢者支援は予防対策をメインにし
た活動が多くなっています。また、今年度、初めて「一般財

いが顕著でした。最も多かった 44～54 歳の相談者は子育
NPO 法人コミュニティかりば
てが一段落した女性が大半で、上表の成立者数の数値に

団法人」を選択した団体も誕生しました。

は反映されないボランティア希望者が目立ちました。

CB 起 業
セミナー

“地域で求められる事業”のはじめ方

開催のご報告

起業家 3 人の「自分サイズの起業から運営まで」
地域の課題解決を事業化するコミュニティビジネス(ＣＢ)。頭では分かっていても、実際の起業は、やはりハードルが高
いと思う方が少なくありません。ＣＢをより身近に感じていただくため、ワラビーでは、去る 3 月 7 日(土)、自分サイズの事
業を立ち上げた 3 人の起業家を招き、「生みの苦しみ」から「将来の夢」までを存分に語っていただきました。
事後アンケートを含め、参加者から大変好評だったセミナーでの三人三様のお話を、以下に紙上再録します。

■ まず自己紹介をどうぞ。

国が違えば文化や習慣が違い、人をつなぐことは本当

山本由美子さん

に難しい。

介護ライブラリー（西宮市） 代表
デイサービスをはじめとする介護情報の

■ やりがいは？
山本 自分から発信でき、新聞や雑誌に掲載されたり、賞

ホームページ（ＨＰ）の運営事業。祖母のた

をもらったりと、事業が認められることが嬉しい。また、

め施設を探したが、適切な情報がなく、自身で事業を立ち

取材依頼が増え、掲載情報への評判が聞けるのもやり

上げた。ＨＰやチラシの制作などの依頼も増加している。

がい。介護やＨＰ運営の経験が生き、事業所のＰＲや経

加藤 悟さん
㈱ファミリエクラブ（神戸市） 取締役

営に助力でき、感謝してもらえるのも嬉しい。

加藤 子どもたちの成長がみられることや、親から、安心

ベビーシッター型の病児保育事業。保育

して仕事が続けられると感謝されることがやりがいにな

士として働いていた母から、子どもの病気

っている。子育てで困っている家が多い。孤独な家庭と

で母親が退職せざるを得ないケースの多

のつながり、地域とのつながりが補える仕事。

さを聞き、会社を退職して事業に参画。
もりき かずみさん

もりき 様々な価値観や文化を持つ外国人と関わるのが
楽しい。団体の情報誌をじっくりと読んでいる外国人を

ワークメイト（Ｗｏｒｋｍａｔｅ）（神戸市）代表

見かけたり、訪ねて来てくれたりと、役に立っていること

在日外国人の仕事づくりを含めた就業支

が感じられる。そうした人とつながりが持てて、人と人と

援や子育て支援、日本とアジアの人々をつ

してつきあえることで、やりがいが得られる。

なぐ多文化共生を目的とした活動。タガログ

■ これからやりたいことは？

語の情報誌発行、語学教室運営も手がけている。

山本 ３年目になり、ようやく利益が出るようになってきた。

■ 初期のご苦労は？

自分の給料は取れるようになりたい。自分の力で食べ

山本 何もない所から創り出すのが苦労だった。飛び込み

て行けることが目標。

でデイに取材に回ったが、断わられがちだった。人脈を

加藤

保育士が出産後も安心して働ける仕組みづくりを

通じての紹介が効果的で、データが増えてＨＰの形がで

したい。また、そうした人たちに子育て保育を依頼する

きると、掲載申込みも来るようになった。

ことによって社会貢献につなげたい。

最初は自信がなかったので、金銭面の話ができず、収

もりき 組織固めが必要。若い人たちが担えるような組織

益は上がらなかった。離陸応援の助成金がもらえて、取

を目ざしたい。フィリピン人を主体に、外国人も関われる

材の電車賃節約に電動自転車を買えるなど助かった。

環境作りをし、外国人の人権が守られるようにしたい。

加藤 スタッフの採用が苦労だった。病児を預かるのは責

■ 参加者の感想 （一部）

任が重く、敬遠され、難航した。保育士の母のつながり

・着眼点、オリジナリティが素晴しい。

での紹介が有効だった。各種機関にも求人依頼をした。

・「あったらいいな」を形にしていく過程が参考になった。

もう一つの苦労は、安全な運営への努力だった。無事故

・３人の方の熱意に感じ入った。

を毎日考え、スタッフ研修も繰り返し行った。

・積み重ねや継続することの大切さがよく分かった。

もりき 働きたい外国人と、彼らを必要とする企業を結びつ
ける相互にハッピーな事業と思っていたが、つないだは
ずなのに、うまくいかないことも少なくない。こちらの都合
だけで相手の気持ちを汲みきれていなかったかと反省。

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

2769

求人団体名

食パン工房
職人気質

職

種

配達

2866

（株）神戸介護
ケアウイング
グループホーム
ケアウイング弓の木

高齢者福祉

2871

NPO 法人
地域福祉会 あぁす

事務

28７6

2890

2895

NPO 法人
MC ままーず

NPO 法人
新開地まちづくり
NPO

NPO 法人
つむぎ

条件(最寄駅／勤務日時／給与／交通費／その他)
こだわりのパンを、地域のお客様に配達していただくお仕事です。
最寄駅/JR 住吉駅
資格/普通運転免許 勤務日/月～土のうち週 3 日
程度
勤務時間/13:00～3、4 時間
給与/時給 800 円
交通費/実
費 社会保険/労災
認知症の高齢者が入居するグループホームでの、介護のお仕事です。
最寄駅/ JR 六甲道駅
資格/不問（介護福祉士、ヘルパー2 級
あれば尚良）
勤務日/週 5 日（シフト制）
勤務時間/ 7:30～16:30、9:00～18:00、11:00～20:00、17:30～9:30（シフト制）
給与/月給 144,600 円～＋資格手当・夜勤手当
交通費/実費
社会保険/労災、雇用、健康、厚生
試用期間/3 ヶ月
※パートの求人もあります（時給 800 円、夜勤以外の時間帯に入れる方）
パソコンを使用し、保険請求や書類作成などをしていただきます。後方支援と
して事業全体を支えるお仕事です。
最寄駅/JR 住吉駅
資格/不問（社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事あれば尚良。
経験・能力/不問（同様の業務を行った経験があれば尚良）
勤務日/月～
金 勤務時間/9:00～18:00
給与/月給 155,800 円
交通費/実費
社会保険/労災、雇用、健康、厚生
試用期間/3 ヶ月（同条件）

保育

地域に根ざした保育ルームで、一時保育、託児保育のお仕事です。
最寄駅/JR 甲南山手駅
資格/不問（保育士、幼稚園教諭免許あれば尚
良し）
勤務日/火、水、金のうち 2 日程度（シフト制）
勤務時間
/9:15～13:15
給与/時給 780 円
交通費/支給なし
社会保険/労
災
試用期間/3 ヶ月

ガーデニング
スタッフ

約 30 名のボランティアさんと、花壇のお手入れや植え替え作業をしていただ
きます。多くの人々と協力しながら、「情熱」を持って仕事ができる方を募集し
ています。
最寄駅/各線新開地駅
資格/短大卒程度
経験・能
力/ＰＣ操作（ワード・エクセル必須、パワーポイント・イラストレーター・フォトシ
ョップが使えれば尚良）
勤務日/週 5 日
休日/月曜日＋土日のいず
れか（４週６休）
勤務時間/ 1)10:00～19:00
給与/月給 15～18 万
円
交通費/実費（上限 20,000 円） 社会保険/労災、雇用、健康、厚生
試用期間/3 ヶ月（同条件）

学童保育

小学生が充実した放課後を過ごせるよう、一緒に遊んだり、お世話をしていた
だくお仕事です。
最寄駅/JR 甲南山手・阪急岡本 資格/不問 経験・
能力/子育て経験や保育に興味がある方
勤務日／月～土の中で週 3
日～（応相談）
勤務時間/平日：放課後～17：30 土：8：30～17：00
＊シフト制で 20：00 まで 給与/時給 800 円（経験・能力に応じて昇給あり）
交通費/実費 社会保険／労災、雇用（勤務時間に応じて）

ボランティア募集！

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！

患者さんの身体的苦痛を和らげ、精神的な不安を取り除き、ご家族の力にもなれるよう努めてい

V-353

東神戸病院
緩和ケア病棟

ます。ボランティアとして、お裁縫（エプロンやクッションカバー等の制作）、お茶だし、お花の水換
え、音楽の演奏など、できることをお手伝いください。

活動日時/応相談

最寄駅/JR 住吉

謝金・交通費/なし

CB 離陸応援事業
助成金説明会

「立ち上げ資金を獲得しよう！

開 催 のお知 らせ

兵庫県による「コミュニティ・ビジネス（CB）離陸応援事業」が、今年も下欄のとおり実施されます。事業立ち上げ資金の
獲得を支援するため、ワラビーでは下記の説明会を開催しますので、多くの方のご参加をお待ちします。
CB 離陸応援事業 (９団体程度)

高齢者 CB 離陸応援事業 (30 団体程度)

CB 事業の立ち上げに必要な初期経費の補助
内 容

地域課題の解決、地域貢献を目的とし、地域住 左欄と同様の事業を、55 歳以上の者３名以上で行
民の雇用機会の拡大に効果がある継続的な事業 い、55 歳以上の者２名以上の雇用を創出する事業

補助額

100 万円以内（補助対象経費の２分の 1 以内）

対象経費

事務所開設費、初年度備品費 等

左欄同様 ＋ 55 歳以上の雇用者の人件費 等

兵庫県内に拠点を置き、県内で新たにCBを始めようとしている団体（法人、任意団体のいずれも可）

対象団体
応募期間

2015 年５月上旬～６月上旬

日 時

５月１６日（土）１４：００～１５：３０

内 容

制度の内容、申請方法、書き方のコツなど。加えて、他の助成金に関する情報・アドバイスも提供します。

講 師

狩野 仁未（ワラビー・センター長）

多数の申請を支援してきた経験に基づき、個別相談にも対応します。

ＣＢ離陸応援事業採択者

申請の実体験をお聞きします。

会 場

ワラビー事務所

費 用

無料

お申込み･･･まずはお電話ください！

リレーエッセイ(109)「私の生きがいしごと」

078-841-0387

育舎（はぐくみのや）／ＮＰＯ法人さんぴぃす

清水 邦厚 さん （神戸市・59 才）

2012 年暮れに会社生活を辞し、一年間の充電を経て 2014 年から本格的にカウンセラー資格取
得の勉強を開始し、並行して個人事業も始めました。そのような生活の中で同年 7 月に開催された
「コミュニティビジネス 1Day スクール」に参加。そこで頂いた資料がワラビーとの出会いでした。早
速相談に訪れ、早々に外国人小中学生相手のボランティア等、幾つかのお仕事の紹介や、ワラビ
ーで行われている勉強会に誘っていただく等、人の輪を広げることもできました。
私の個人事業の内容は教育全般、よろず相談的なことを掲げています。個人事業の傍ら、ワラビーから芦屋のＮＰＯ
法人「さんぴぃす」をご紹介いただき、高校生対象にキャリア教育の講師をしています。脳力開発の授業や就業について
の心構えを説明するのが仕事です。9 月には無事にキャリア・デベロップメント・アドバイザーの資格も習得でき、今年か
らはカウンセリングの領域にも仕事の幅を広げて行きたいと思っています。
私の好きな言葉に、あるＮＰＯ代表の方の言葉があります。『「０」を「１」にするのが NPO の仕事、１を１０にするのは企
業の仕事、１０を１００にするのは政治家の仕事』。これを連想し、私が考えたのは、「御輿を見る人、担ぐ人、そのまた草
鞋を作る人」。私はその草鞋を作る人でありたい。ＮＰＯ活動のそのまた一端に関るものとしてこのような人でありたいと
思っています。
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）
〒658-0052
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
だいぶ春らしくなってきま
したね。神戸に来るまで
は春と言えばもっぱら桜
でしたが、今では「いかな
ごのくぎ煮」です！なかな
か上手に炊けるようにな
らず、修行中です（笑）。
春は新しいことを始めたく
なる季節。お仕事・ボラン
ティア探しや、自分で新し
いことを始めたい！という
方、ぜひワラビーでお待
ちしています。（Y）

