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URL⇒ http://www.cs-wallaby.com

誰もが大切な思い出の一枚を！

「写真をあきらめないで」とＮＰＯを設立
今月号は、病気や障がいなどの事情があっても、自分の
写真を撮ることをあきらめないでほしいという思いから起業

―苦労された点や課題は？
ＮＰＯ法人の設立準備をしてい

した「ＮＰＯ法人エガールフォト」をご紹介します。代表理事

た頃、思いを文章として表すの

の樋口裕美さんにお話を伺いました。

がとても難しかったことです。

―写真がメインのＮＰＯ法人は珍しいですが、きっかけは？

起業
事例

なぜなのか考えてみて気付き

撮影会の様子

カメラマンの仕事をしている中で、病気の方の写真を頼

ました。活動の趣旨を話して回ったら、多くの人、特に福祉

まれる機会があり、写真を撮りたくても躊躇している人がい

支援団体の人たちに歓迎され、あまりの期待度の大きさに

ると気付きました。何とかしたくて、福祉

戸惑っていたのです。勢いだけで始めるのではなく、改め

系の施設に連絡を取ったこともありまし

て活動への覚悟を再確認しました。

たが、個人的な働きかけなので、返事

くりしながら活動しています。ある程度の収支のバランスも

はいただけませんでした。
そこで、思いに賛同してくれたヘアメ
代表の樋口さん

また、関係者全員、「本業」を持っているので、時間をやり

イクや衣装ができる仕事仲間と共にＮＰ

考えながら事業を組み立てていく必要性を感じています。

―今後の展望は？

Ｏ法人を設立しました。本職のカメラマン活動とは別に、福

コストを抑えながらも、プロとしてヘアメイク・衣装から撮

祉に特化した写真撮影の入り口を設けることで、必要な方

影までの一連の作業を考えると撮影会がベストなので、ま

からためらわずに声をかけてもらえる体制を整えました。

ずは、撮影会の回数を増やしていきたいです。
また、素早くきれいに着付けられ

―立ち上げから軌道に乗るまでが皆さん苦労されるところ

るため、着物の改良を行いました。

ですが、どのように進められましたか？

今後もニーズに応えていきます。

まずは、自分自身が福祉の現場にボランティアとしてとび

さらに、写真は個性を発揮できま

こみ、ニーズや要望、写真を撮る際の配慮などを知ること
から始めました。そうしているうちに、撮影会が実現したり、

できあがりの写真！

すが、学校教育では取り上げられ

デジカメ教室の開催などにつながっています。

ないので、デジカメ教室もどんどん広めたいです。デジカメ

―やりがいは？

に関しては、単に撮影に興味を持つだけでなく、カメラの構

フラッシュが怖い、知らない人に囲まれるのが怖いなどの

造そのものに興味を持つ子もいると思います。寄付をして

理由で一度も写真を撮れなかったお子さんの撮影ができた

いただいた方からは「分解して壊れても大丈夫。また送りま

ときの親御さんの喜んでいる姿が何よりも

す」と有り難いエールをいただいています。

嬉しかったです。

NPO 法人エガールフォト

また、活動を聞きつけた方から、振袖やデ
ジカメの寄付をいただいたこともあり、この活
動を通じて、人の温かさを感じています。

寄付された振袖

神戸市中央区海岸通り
3-2-19 和泰ビル 202
NPO 法人コミュニティかりば
TEL (078)381-7075
HP
http://www.egal-photo.com/

シ リ ー ズ
な か ま 募 集 （9）

「ゆるいけど途 切 れないコミュニティ」に向 けて発 進 ！

“バーチャルなショッピングモール”に参 加 しませんか?
「今後の高齢化社会日本で楽しく生き

「ショッピングモール」になることを期待しています。

ていくには人と人のつながりが大切。」こ

なお、会の行う各種サポートの利用などベーシックなつ

の思いを形にした事業を構想し、磯山 紅

ながりをもつ「box 会員」、出店する「おもてなし会員」として

さん（写真）は一般社団法人 Face box を

参画される方は、それぞれ会費が必要です。「会の趣旨に

今年 5 月に設立しました。会員が web 上

合う方、大歓迎！」だそうです。

に各自のバーチャルなお店を開店する集合体づくりの事

◆法人の役割
法人は、全体のお世話役や各ｂｏｘのＰＲのほか、会員

業です。興味ある方は、磯山さんまでご連絡ください。

交流会やチャリティ事業などを行います。また、会員の提

◆会員・事業

案によって、法人としてのお店も出店します。現在、モデ

法人名は、会員の顔(face)をちりばめた美しい箱(box)を
イメージして名付けました。会員間のコミュニティを大切に

ル事業として、「婚活」に取り組んでいます。婚活以前から

し、表題の「ゆるいけど・・・」のような組織の中で、「お互い

家庭づくりまで、総合的な視野による活動です。（HP ：

を家族や親戚の次ぐらいの存在にしたい」そうです。

http://face-box.wix.com/heart-shellbox）
今後も、box 全体の調和を図りながら、新たな事業の展

会員は、ｂox が web 内に作った商店街や農園に“出店”
し、相互に事業を盛り立てて会員外へも情報を伝えるな

開を考えて行く予定です。

ど、自店の発展だけでなく同僚店の発展も支援します。各
店は box 内外の顧客サービスができ、特に box 内での会
員相互の利用が期待できます。全体として、バーチャルな

「就労サポーター養成講座

一般社団法人 Face box （西宮市夙川）
代表理事 磯山 紅 TEL 090-9991-3125
Mail face-box@iris.eonet.ne.jp

～体験者に訊く～」

開催のご報告

働きたいが、なかなか前に踏み出せない人たちのサポートをしたいという人たちのための「就労サ
ポーター養成講座」を開催しました。その中で、１６年間のひきこもり生活を経て、同じ立場の人たちの
力になりたいと「ＮＰＯ法人グローバル・シップスこうべ（愛称：ノア）」を立ち上げた森下徹さんにお話を
伺いました。以下、森下さんの体験談を要約してお伝えします。
もともと内気で周囲になじみにくい性格でした。親が教員ということもあり、なんとかがんばって通学

森下

徹さん

していましたが、高校のときに不登校になりました。卒業はできましたが、その後は“ひきこもり浪人”。家族との関係も悪
化し、「家から出たい。海外に行きたい」という思いから、東京の大学に進学しました。しかし、アルバイト先での人間関係
でつまずき、再度ひきこもり状態になりました。
当時は、家から一歩も出られないわけではなく、人との関わりは避けるが、コンビニには行ける、という状態で、親の会
の調査によると８～９割のひきこもりと言われる人たちは同様だそうです。とにかく１日１日が長く、することがない分、余
計に「なぜ生まれてきたのか？」「これからどうなるんだろう」ということをぐるぐると考えていました。さらには、もともと潔
癖症の傾向はあったのですが、それが強迫的行為にまでエスカレートし、自動販売機のボタンが押せない、床に落ちた
ものに触れない、という状態でした。自分でもばかげている、と分かってはいてもやめられない日々が続きました。
変化のきっかけは、仕送りが滞ったことです。どうにもならなくなり、地元に帰りました。支援センターに通い始め、利用
者からスタッフ側に、さらに周りから勧められるがまま、当事者による自助グループを立ち上げ、今に至っています。
上から引き上げるのではなく、横から支える存在の心強さ、いろんな生き方があって
いいと心から認めてもらえること、そして今は人の役に立てれば、という気持ちが、森
下さんが少しずつ前へ進む後押しをしています。
ＮＰＯ法人グローバル・シップスこうべ

http://www.global-ships.net/

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

2734

佐藤歯科
クリニック

職

種

歯科助手、
受付

2756

あすなろ
学童保育所

学童保育
指導員

2771

就労移行支援
事業所
コミナス

障がい者支援

2773

2776

333

341

子どもと関わることが好きな方、体力のある元気な方のご応募をお待ちしてい
ます。仕事内容は遊びや宿題をする子ども達の見守り、おやつや食事作り、
常勤職員の補助等です。
最寄駅/市バス３８系統渦森橋バス停下車
勤務日/月～土のうち週 3～4
日程度
勤務時間/14:00～17:30（土曜日、学校長期休暇時は 8:30～）
給与/時給 800 円
交通費/実費（上限有）
社会保険/労災
試用期間/1 ヶ月（同条件）
障がいをお持ちの方向けの訓練事業所で、訓練生に対して一般就職に向け
たビジネスマナーの講習をお願いします。
最寄駅/JR、神戸電鉄
三田駅
経験・能力/ＰＣを使える方（人材、教育関連業界の経験者歓迎）
勤務日/月～金のうち任意の週 2 日 勤務時間/13:00～16:00
給与/1 日
（3 時間）10,000 円(経験等により相談）
交通費/給与に含む
雇用形態
/委託契約 社会保険/なし ※講師経歴書の提出必須

運転手

訪問介護、
介護タクシー、
おむつの配達
バリアフリー旅行

「就いた仕事に誇りを持ちたい人」、「人と関わることが好きな人」、「5 年以内
に社長になりたい人」を歓迎いたします！
最寄駅/JR 甲子園口
資格/普通自動車免許（ＡＴ可）、２種免許あれば尚良し、ヘルパー2 級以上
（介護） 勤務日/4 週 8 休 勤務時間/ 1)8:00～16:45 2)8:45～17:30
3)10:15～19:00 給与/月給月額 170,000 円～250,000 円
交通費/実費
（上限 10,000 円/月） 社会保険/労災、雇用、健康、厚生 試用期間/3 ヶ
月
備考/勤務 1 年以上の方は、死亡保障付の医療保険に加入

ボランティア募集！
No

診療時のアシスタントおよび受付業務、器材の片付け、清掃です。
最寄駅/阪急六甲駅
経験・能力/不問 勤務日/月、水、金、土曜日のう
ち可能な曜日
勤務時間/平日 14:30～20:00 土 9:00～13:00 14:30～
18:00 給与/時給 900 円～1,200 円
交通費/実費（上限 10,000 円/月）

障がいのある子どもたちを対象にしたデイサービスです。子どもたちが放課後
を楽しく過ごせるよう工夫しています。
最寄駅/阪神青木駅
資格/
普通自動車免許
経験・能力/不問
勤務日/月～土の週 3～4 日
勤務時間/1)①14:00～16:00、②17:30～19:00（月～金） 2)9:30～10:30、15:30
～17:00（土・祝日、学校長期休暇時）※送り、迎えいずれかのみの希望可
給与/時給 1,000 円
交通費/実費（上限有）
社会保険/労災、雇用（勤
務時間による）
試用期間/1 ヶ月（同条件）

（株）創研
がんばりっこ
青木

（株）グローバル
ウォーク

条件(最寄駅／勤務日時／給与／交通費／その他)

ボランティア活動をしてみたい、ボランティアを募集したい等の
ご相談があれば、ご遠慮なく連絡ください！

団体名

内容(活動場所／最寄駅／活動日時／謝金・交通費／その他)

社会福祉法人
神戸老人ホーム

開設から 15 年、地域とともに歩んできたデイサービスです。これからも、地域福祉の一
拠点として邁進していきたいと考えています。利用者の方とおしゃべりしたり、編み物、
生け花、書道、簡単な創作活動、人形劇や紙芝居、手品や大道芸などをしてくださる
方、まずはお気軽に見学にお越しください。
最寄駅/JR 住吉駅
活動日時/月曜～土曜 14:00～15:30 （お話相手の場合、
10:00～）
交通費/実費（上限 500 円/日）

NPO 法人
S-pace(スペース）
みんなでわんぱ～く

乳幼児から中高生までの子ども達とその親世代が、個々のペースで楽しめ過ごせる場
所（スペース）と時間やノウハウを提供している、子育て支援・青少年育成 NPO です。プ
レーパーク活動（神戸市灘区の公園）や野外活動（神戸市内の山や海）の運営スタッ
フ・プレーリーダーを募集しています。
活動場所/灘丸山公園など
活動日時/
お問い合わせください
交通費/実費（上限 800 円/日）

ＮＰＯ会 計 の悩 みを解 消 ！

「ＮＰＯ決算準備セミナー」

開 催 のお知 らせ

決算が気になる時期となってきました。ＮＰＯ法人の会計担当者の中にも、一人で不安を抱えておられる方も少なく
ないと思います。そんな悩みを解消するため、そしてＮＰＯ法人として正確な決算を行うため、やるべきことをしっかり
と学べる決算準備セミナーを開催します。
決算をテーマに、会計処理のスキルアップにもつながる講座です。分かりやすさで評判の講師が、丁寧に説明しま
す。初心者の方、初めて決算処理をするという方も、ぜひご参加ください。
昨年の参加者の感想
・

きほんの「き」から教えていただき、とても助かりました。

・

疑問だと思っていたことが理解できたし、不安だった点がわかって安心できました。

・

実務に精通され、講義、資料、演習などを通じて、理解できるように話していただけて有難かったです。
日

時

１月 3１日（土）、２月７日（土）

会

場

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）

講

師

荻野 俊子さん （ＮＰＯ会計支援センター代表）

参加費

１３：３０ ～ １６：４０

まずはお電話ください！

４，０００円 （２日分）

リレーエッセイ(107)「私の生きがいしごと」

078-841-0387

ＮＰＯ法人 つむぎ

安富 正さん （神戸市・51 才）

私は自営の仕事をしており、昼過ぎには担当の仕事が終わってしまうので、かねてより午後の時
間を有効に使いたいと、仕事を探しておりました。そんな折、友人からワラビーのことを聞き、勇気を
出して訪ねてみました。
親切に話を聞いていただき、「喜んで迎えてくれそうなところがありそうですよ」と NPO 法人つむぎ
での学童保育指導員の仕事を紹介して下さいました。私には子どもがありませんので、育児の経験
はありませんが、外で子ども達を見かけると何か役に立てることはないかなあと思っていました。
今は週４回勤務し、児童のお迎え、公園への引率、おやつや軽食の準備、障がいのある児童の食事やトイレの介
助、終了のお掃除などをさせていただいています。実際に子ども達と接してみると、かわいさだけではなく、やはり大変
なこともたくさんあります。例えば子どもたちは座って宿題をするにもじっとできなかったり、私が注意しても聞いてくれな
いこともあります。でも、月日が経つにつれ、子どもたちと打ち解けることができ、「すやすやさん」というあだ名で私のこ
とを呼んで子どもたちから寄ってきてくれるようになりました。子どもたちと接する時は、大人として上の立場から子ども
たちを見るのではなく、「人間同士」という対等な立場で接するのが一番ということを学びました。なんといっても彼らか
らすれば、つむぎでは私は後から入ってきた新米なのですから（笑）。
つむぎで最も嬉しいのは、主宰者の津田先生をはじめスタッフの方々が大変気さくで温かいことです。子どもたちがな
ついてくれたり、保護者の皆さんからの「ありがとう」という言葉がやりがいになっています。
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
話に花を咲かせながらワ
ラビー誌の発送作業。ボ
ランティアさんのご協力の
おかげです。いつもあり
がとうございます！シニア
のボランティアさんのご経
験談や現役時代のお話
は勉強させていただくこと
がいっぱい。もちろん若い
ボランティアさんのご参加
もお待ちしています！（Y）

