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社会貢献という生き方

私たちがお手伝いさせていただきます!!

きがいしごと
サポートセンター

〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町 2-13-1
森田ビル3Ｆ
TEL：078-841-0387
FAX：078-841-0312
http://www.cs-wallaby.com/

〒654-0071
神戸市須磨区須磨寺町2-2-4
TEL：078-731-2251
FAX：078-735-0164
http://www.ikigai.cc/

〒665-0845　
宝塚市栄町 2-1-1　ソリオ 1-3F 
宝塚NPOセンター内
TEL：0797-87-4350
FAX：0797-87-4351
http://www.hnpo.net/n/cdc/

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町５　
尼崎土井ビルディング２F
TEL：06-6412-8448
FAX：06-6412-8444
http://ikisapo.npos.biz/

〒673-0005　
兵庫県明石市小久保 120-55 サ
バービアシティ21- Ａ棟　102号
TEL：078-926-0085
FAX：078-926-0084
http://www.wekiss.net/

〒670-0932
姫路市下寺町 43姫路商工会議所
新館4階
TEL：079-224-8900　
FAX：079-224-1553
http://www.ikisapo-harima.com/

運営相談や生きがいあるしごとを紹介する無料
職業紹介、その他インターネットや情報紙などを
通しての情報提供などを行っています。　
　地域には、役に立つ起業をしたい、NPO法人を
設立したい、生きがいあるしごとをしたい、ボラ
ンティアをしたいなど、様々なニーズがあります。
その中で、運営母体である地域密着の NPO法人
だから持っている地域の生の情報を提供しなが
ら、一人一人のニーズにできるだけ合わせる形で
支援をさせていただきたいと考えています。
　皆様、ぜひお近くの生きがいしごとサポートセ
ンターに立ち寄ってみてください。

小倉譲 ( 神戸西 NEXT)

　生きがいしごとサポートセンターとは、コミュ
ニティ・ビジネスや NPO など「生きがいある働
き方」を望む方への起業・就業の支援とその後の
フォーローアップを目的に、兵庫県の「コミュニ
ティ・ビジネス等生きがいしごと支援事業」の補
助を受けて運営しています。
　2007 年度現在、神戸東（神戸市東灘区）、神戸西
（神戸市須磨区）、阪神北（宝塚市）、阪神南（尼崎
市）、播磨東（明石市）、播磨西（姫路市）の兵庫県下
6か所にある NPO法人が生きがいしごとサポー
トセンターを運営しており、あらゆる世代や地域
ニーズにきめ細かく対応しています。
　基本的な事業として、NPO法人などの起業・

神戸東　ワラビー 神戸西　NEXT

阪神北　CDC 阪神南　UN

播磨東　wekiss 播磨西

センター長　村上義弘

センター長　森綾子

センター長　白井忠知

センター長　小倉譲

センター長　下枝万祐

センター長　前川裕司
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しらい　ただとも まえかわ　ゆうじ

おぐら　ゆずる

しもえだ　まゆ

むらかみ　よしひろ

もり　あやこ
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生きがいしごとサポートセンター神戸東　ワラビー

センター長紹介

お客さまの気持ちに寄り添う相談を心がけています
　事務所は JR 住吉駅すぐそば、ちょっとレト
ロなビルの 3 階。連日アットホームな雰囲気で
5 人の専門スタッフが多くの方からの相談を
お受けしています。来訪者は 20 ～ 80 歳代ま
でと幅広く、男女ほぼ同数の方がお見えになり
ます。相談内容は、コミュニティ・ビジネスの
起業・就業を主体としています。
　スタッフのモットーは、来訪者の気持に寄り
添うこと、相談してよかったと喜んでいただく
ことです。そのために求人票を多く集める、情
報をこまめに伝えるなどの努力を重ねた結果、
目ざましい成果が上がっています。
　今年度上半期の面談者数、就業（雇用創出）と
ボランティアの成立数は、いずれも 1ヵ月当た

り 170 人、23 人、27 人。また、半年間で起業し
た団体は 21 に上ります。　
　ワラビーの強みの 1 つは、母体の NPO 法人
コミュニティ・サポートセンター神戸（CS 神
戸）が、NPOやコミュニティ・ビジネスの設立・
運営支援を重ねてきたことです。その経験を生
かし、CS神戸の機能をフルに活用、「生きがい
しごと探し」への発信基地として、相談のほか
講習会やセミナー、交流サロン、ほか多彩なサ
ポートシステムを備えています。
　ご希望の方には、月刊情報誌・週刊メルマガ
でタイムリーな情報をお届けしています。全貌
はホームページでご覧いただけますが、電話な
どでもお気軽にお問い合わせ下さい。

1943 年生まれ。阪神・淡路大震災でマンションが全壊。
再建活動への取り組みが地域参画のスタート。2004 年に㈱日本公文教育研究会から
出向しセンター長に就任。
現在、同社非常勤顧問を兼任。シニアルネサンス財団認定シニアライフアドバイザー。

村上義弘 ( 生きがいしごとサポートセンター神戸東　ワラビー )

JR 住吉駅

２２

住
吉
川

神戸屋

銀行

本住吉神社

〒 交

シーア

東灘
区役所

東神戸病院〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町 2-13-1
森田ビル 3Ｆ
TEL：078-841-0387
FAX：078-841-0312

生きがいしごとサポートセンター
神戸東　ワラビー

住吉住吉住吉

生きがいしごとサポートセンター
神戸東　ワラビー

【開所時間】
9：30 ～ 17：30( 月曜日～土曜日 )
※日・祝日休み

〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町2-13-1
森田ビル3Ｆ
TEL：078-841-0387
FAX：078-841-0312
URL：http://www.cs-wallaby.com/
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の項目で組み立てる。脚だけでなく、全身の血
液の循環をよくすることにより、効果は多方面
に及ぶ。
　やりだすと面白い。大谷さんは休日を利用し
て芦屋のスクールに通った。
　講義はマンツーマンを基本とし、徹底した技
術指導をしてくれる。手技の取得を重点に、受
講生が無理なく仕事ができるよう進めてくれ
る。さらに、サロン開業までのアドバイスも加
わる。
　日本フットケア協会は任意団体だが、最近は
フットケアの効果を検証するという観点から
医療・看護の現場との連携も始まっている。
　定年 2年前に地元に職を移し、その間にサロ
ン開業の技術認定を受けた大谷さんは、１年前
からフットケア開業に備えて情報を集める中
で、あるチラシを眼にして生きがいしごとサ
ポートセンター播磨西を訪ねた。デイサービス
施設の紹介を受けたが、施設側には看護師とし
ての業務の中でフットケアをするのは歓迎だ
が、フットケアだけでは受け入れが難しいとい
う経営上の現実があった。
　また、他方からある医院の紹介があった。
フットケアに関心のある施設だった。胸の中で
「内科」とか「外科」などを標榜する医院ででき
ればいいなと思っていたところに願ってもな
い紹介だった。二つ返事で受けて11月スタート
を目指していた。
　ところがここで思わぬ壁にぶつかった。病院、
診療所では医療法に抵触することが判明した。
フットケアは保険診療で認められているもの
ではない。ボランティアならともかく、有料で
は保険診療施設内で併設は出来ないのだ。さり
とて材料費もかかる。ボランティアというわけ
にはいかない。断念するしかなかった。
　当面、出かけて行くことを目指す。要請があ
ればそこに出かけていく。グループで受けてく
れるとありがたい。
　大谷さんへのインタビュー当日、その予定が
組まれていた。
　「生きがいしごとサポートセンター播磨西」
に出入りしていた NPO 法人「愛ランド」。元々

障がい者も含むパソコン教室からスタートし
たが、揖保川の土手下にある空間は障がい者支
援のパン工場も併せ持つ地域の人々の憩いの
場となっている。理事長の武内美佳さんがフッ
トケアに関心を持っていた。快く部屋を提供し
てくれることになっていた。
　姫路から車で 40分、たつの市の田園風景の
中にある施設は若いスタッフが数人、元気な声
で迎えてくれた。雰囲気は最高だ。大谷さんの
表情が緩む。
　予約していた女性と男性、2名が約30分ずつ
ケアを受けた。大谷さんが手を当てるのは膝か
ら下。指のマッサージの丁寧さにケアの本質を
見た思いがした。爪切りも繊細だ。ケアを受け
た方の心地よさそうな表情がその効果を物
語っていた。当施設に出入りする人たちに啓蒙
する余地はある、と武内さんの支援もあり、定
期的訪問先の第１号施設が決まった。
　当面、大谷さんは赤字さえ出さなければいい
という考えでいる。それより、フットケアをこ
の地域でもっと拡げたいという強い希望があ
る。３月までには小さくてもどこか拠点を見つ
けたい。そして、介護施設や病院のスタッフに
もフットケアを教える活動をしたい。そうする
ことにより、地域でフットケアができる施設を
増やすことが夢だ。将来は仲間を作って勉強会
などに発展させたい。そのためにフットケアを
教える資格認定を取得するコースを受講中だ。
　あと 10年は社会貢献をしたい。大谷さんの
挑戦はこれからが本番だ。

森田正純 ( 神戸西 NEXT)

フットケア足家

足浴
爪きり&ケア

500 円
3,000 円

料金

お問い合わせ

TEL：079-232-3271( フットケア足家 )
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NPO法人を立ち上げよう!!
NPO法人の基礎知識

設立の要件

1

　NPO法人になるためには、9項目の要件をみたす必要があります。
(1) 特定非営利活動を行うことを目的とすること。特定非営利活動とは、次に揚げる 17 項目に
該当する活動であって、かつ、不特定多数の利益の増進に寄与する事を目的とする活動。

9 国際交流、異文化交流、難民救助、食糧援助など。国際協力の活動

10

11

12

13

14

15

16

17 ボランティア活動や市民活動への助成や情報提供サー
ビス、相談などです。

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡、助言又は援助の活動

2

3

4

5

7 まちのパトロールなど、地域の交通安全や犯罪防止活動。地域安全活動

8

6 災害救援、災害予防など災害救援活動

訪問介護事業や、高齢者や障がい者の福祉に関わる事業。保健、医療又は福祉の増進を図る活動

フリースクールや生涯学習など。社会教育の推進を図る活動

商店街と連携したまちづくり、まちおこしなどの活動。まちづくりの推進を図る活動

スポーツ、楽器演奏、合唱団、伝統の継承、文化交流など。学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

里山保全、環境汚染、リサイクルなどの活動。環境の保全を図る活動

家庭内暴力からの保護、人権啓発、戦争反対など。人権の擁護又は平和の推進を図る活動

コミュニティ・ビジネス、経営支援など。経済活動の活性化を図る活動

性差別への反対、セクシャルハラスメントの防止など。男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

非行防止・不登校・いじめなど子どもを助ける活動。子どもの健全育成を図る活動

パソコンやインターネットなどを活用した活動。情報化社会の発展を図る活動

環境・医療などの研究を行う場合など。科学技術の振興を図る活動

悪徳商法や詐欺商法の被害に関する消費者相談など。消費者の保護を図る活動

路上生活者や障がい者就職支援や職業訓練など。職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

活動分野 活動例

(1) 特定非営利活動を行うことを目的 ( 上記 17 分野 ) とすること
(2) 営利を目的としないこと（利益を社員で分配しない）
(3) 宗教活動を主たる目的としないこと（宗教の教義を広め、信者の教化育成しない）
(4) 政治活動を主たる目的としないこと（特定のイデオロギーの推進をしないこと）
(5) 特定の公識者・候補者・政党を推進・指示・反対をする事を目的としないこと
(6) 社員（正会員）が 10 名以上であること
(7) 社員の資格の特喪に関して、不当な条件を付けないこと
(8) 役員報酬を受ける者は役員総数の 3分の 1以下であること
(9) 暴力団ではないこと。暴力団またはその構成員等の統制下のある団体ではないこと

9 項目の要件はコチラ !!
















