生きがいしごとサポートセンター阪神北
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起業のススメ

増本有砂さん（Office Mate 代表）
NPO 法人でなくても個人・任意団体･法人申請中など、
どなたでもご参加いただけます。

宝塚市立男女共同参画センター・エル

「NPO はご縁から」
私が NPO を設立するきっかけは、人とのご縁です。海外ボランティアの経験後、

60 歳

事務局

宝塚 NPO センターさんと出会い、海外で知り合った人との再会を通じて、自分のライフワー

実務講座

からの

スゴシカタ

法人になったら必ずやること！！

クである「国際交流」を共有する仲間と NPO を立ち上げること
ができました。このことはすべて人とのご縁で成り立っています。

宝塚 NPO センターの

よく年配になると自分の経験や体験以上の発想はできないと言いま

４日間シニア大学
8

日時

／28（水） 佐藤誠先生
9
／25（水） 東陽子先生 石田隆章先生
11
／27（水）「就業・起業という選択肢」
熱田親憙先生 福島達夫先生
12
「60 歳からのスゴシカタ」
／25（水） 佐藤誠先生
終了

「２度目の人生の生き方」

「ボランティア・地域参加という選択肢」

会場：宝塚市立男女共同参画センター・エル
時間：13 時半〜 16 時半

2013 年

2014 年

終了
① 5/30（木）
③ 1/21（火）
終了
② 9/13（金）
④ 3/20（木）

13:30 ～ 15:00
（認定）宝塚 NPO センター
（宝塚駅前ソリオ１-３階）

参加費 無料

のことができ、人と関わることで自分以上の発想ができると思いま
す。そういう意味で NPO は自分の可能性を引き出してくれる存在

毎回

場所

すが、私はそうは思いません。人と出会うからこそ自分の経験以上

ではないかと思っています。これからもどんどん人と関わること
でご縁が広がり、絆も深まっていくと思うのです。

上田 一彦
ＮＰＯ法人 国際交流団体未来 理事長

（複数名でのご参加をお勧めします）

「起業の OS（Operation System 基本ソフト）」
生きがいしごとサポートセンター阪神北

ソリオ２
ソリオ１
ワシントン
ホテル

生きがいしごと
サポートセンター
阪神北

〒 665-0845
兵庫県 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：0797-85-7799
E-mail：cdc@ hnpo. net
URL：http://cdc.hnpo.net/
駐車場：ソリオ１…30分 200円
「生きがいしごとサポートセンター阪神北」は、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、( 認定 )宝塚
NPOセンターが実施・運営しています。この事業は、
「播磨西」
「播磨東」
「神戸西」
「神戸東」
「阪神南」の6拠点にて運営されています。

朝、目覚めた時
「今日たくさんの仕事をするぞ」ではなく
「今日は、どれだけ人の役にたてるかな」と考えるようにしましょう！
（解説）
「さあ、たくさん仕事をしよう」と意気込んでも、できる日もできない日もあります。
決めた仕事の目標に達さないことだってあります。
そうなると、ものすごく嫌な気分になり次の日にも引きずり、起業が苦しいものにな
ってしまいます。そうではなく、何かひとつでも人の役に立ったら、それは自分の成
果で点数が上がったと考えてみてください。高い点数を狙うのなら、「どれだけたく
さんの人に役立つか」を考えます。そのチャレンジには嫌な気分は存在しません。

森 伊知郎
中小企業診断士
ＮＰＯコンサルタント

※この考え方は起業を含め全ての仕事で有効です。早速明日から試してみて感想をお聞かせください
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講座

。

ます
ござい

ＮＰＯ法人かんなべ自然学校

平成 25 年度コミュニティ・ビジネス
離陸応援事業補助金認定団体
兵庫県では、地域住民が地域課題の解決のためにサービスを有償
で提供するコミュニティ・ビジネスを起こそうとする団体を対象
に立ち上げ経費の一部を補助しています。

自然体験を通じて生涯教育を
図り地域の活性化を目指す
今回の離陸応援事業補助金認
定を頂いた事で、かんなべ自
然学校の「おもい」を「かたち」
に出来る最高のスタートが切
れたと思っています。
神鍋高原での四季を感じる事
ができるワクワクする様な自然体験をドンドン発信してい
きます。
『かんなべ良いとこ一度はおいで♪』

一般社団法人 ROOT

丹波ブルーベリー研究会

日本の「農村文化」を資源と
した着地型観光推進事業

丹波地域で生産しているブルー
ベリーに付加価値を付け販売

本物の場所で、いま、ここで
しかできない体験を。
わたしたちは兵庫県篠山市を
舞台に、豊かな農村の暮らし
と文化を伝える「着地型観光」
を推進する中間支援組織です。
今後は「集落丸山」など古民家宿泊施設のコンシェルジュ
業務を中心に据えながら、地域交流型オプショナルツアー
の開発、ガイド養成、そして海外のお客さまも想定した広
報媒体の編集発行等を予定しています。

丹波地域（丹波市、篠山市）
でブルーベリーを栽培する人
60 人及び趣味の栽培者 60 人
で構成し、趣味の栽培者は、
消費者と口コミ宣伝に大きな
力を発揮してもらっています。
あんしんブルーベリーを皆さんにお届けするため、自然と
の調和を求め地域の協力を得ながら、みんなで楽しい生産
活動を続けてまいります。

８月２８日にスタートした宝塚ＮＰＯセンターの4日間シニア大学

８月３０日に出藍社の松崎光弘氏を講師に招き開催した

「2度目の人生の生き方」

「CB・SBの始め方セミナー」

シニアの人達が４日間にわたり、スクール形式で起業やボランテ
ィアについて学び話し合う講座をスタートしました。講演会や交
流会、研修ツアーを通じて自分ひとりでは、気付けなかったこと
できなかったことをカタチにして卒業式には、新たな自分の進路
を発表します。

社会的にどんなに価値のある取り組みであっても、まずは自分自
身が楽しめないと活動が長続きしない。
自分自身が好きな事（自分事）をビジネスにする。おしゃれに、
楽しく、かっこよく、人を巻き込む仕掛けについて、多くの事例
を通して学びました。

せんか
お仕事 一緒に 探しま
求人団体名

但馬おばあちゃんの会

NPO 法人スマイルプラス

但馬の情報化支援事業および
ウェブサービス運営と物販

出会いや婚活を支援し、地元
を活性化する事業活動

今年度初めに設立し、年末に
法人化予定のとても若い団体
です。
私たちにとって今回の採択は、
企画を認められたという自信
となり、同時に県やみなさん
に還元するぞという新たな目標になりました。この目標と
自信を糧に、事業成功へと勢いづけたいと思います。

今回申請した高齢者雇用・街
コンぺの参加に対して補助金
をいただき大変嬉しく思って
います。初めての挑戦でした
ので右往左往しましたが、
宝塚 NPO さんにご指導いた
だきなんとか… 心から感謝しています。今後は申請通り事
業が進むよう、スタッフ一丸となって頑張っていきます !!

新しく認証された NPO 法人
（2013 年 6 月〜 8 月）
6 月認証

7 月認証

かんなべ自然学校（ 豊岡市 ）

創泉舎（ 宝塚市 ）

自然体験を求める人々に対して自然体験、環境整備
を通じた、神鍋高原の地域振興

芸術・文化及び、生活環境の向上に関する事業
を行い、豊かな社会を実現
8 月認証

養父市元気プロジェクト（ 養父市 ）

本と温泉（ 豊岡市 ）

養父市の観光産業活性化や地域資源の活用による産
業活性化に関する事業

城崎温泉での文学を通した観光振興とまちづく
り事業

外国人住民支援事務局 ＳＯＳ丹波（ 篠山市 ） 玄武洞ガイドクラブ（ 豊岡市 ）
国際協力・国際理解を深める啓発活動、国際感覚を
有する若者の人材育成

くべき
けてお
受
に
起業前
てます
開催し

持続可能なガイド活動と山陰海岸ジオパークの
普及啓発

お一人、お一人の気持ちに寄りそう をモットーに個別の
ご相談を大切にしています。お気軽にご相談にお越し下さい。
また、求人登録も随時受付けています。
ホームページ、FAX、お電話でお申し込み下さい。

職種

求人条件
10名
各線「宝塚」駅近く
フロントおよび事務スタッフ：850円
（フロントの夜勤は1,000円）
ホールおよび調理スタッフ：800〜900円
（島屋の夜勤は1,000円）
・勤務時間 フロント：２４Ｈシフト制 事務スタッフ：9〜17時
ホールおよび調理スタッフ：6〜22時の間で4〜8時間
・勤務日
各職種：土日祝を含む週3〜5日で調整
・交通費
交通費規定支給 制服貸与（島屋では和服着用になります）
・勤務地
・時間給

宝塚ワシントン
ホテル

フロントスタッフ
事務スタッフ
和洋ホールスタッフ
和洋調理場スタッフ
（パートタイマー）

5名
・勤務地
・時間給
㈱サザエ食品

製造ライン作業
製造作業（力仕事）
（パートタイマー）

宝塚市小浜
製造ライン：800円〜
製造作業：850円〜 17時以降は900円〜
・勤務時間 製造ライン：6〜15時または13〜22時
製造作業：18〜22時
・勤務日
シフト制 日曜出勤あり
制服貸与 車通勤応相談

日曜日は+50円

※求人が既に充足している場合はご了承ください

『生きがいある多様な働き方』の
ワンストップ サポート センターを目指して！
NGO 活動をベースに海外生活の永かったＴさんが、奥様ともども当所に来ら
れたのは、昨年 9 月でした。アジア各国での日本語教師などの体験を生かし
て、それぞれ就職したいとのご希望でした。
お話を伺っているうちに、ご主人は将来的には起業の志をお持ちであること
も分かりました。早速、起業支援担当者と一緒に検討が始まりました。間も
なく奥様はキャリアを活かして事務職へ就かれ、
Ｔさんご自身は外国人を含
小林 浩昭
めた仲間の皆さんと共に、国際交流活動を目的とする法人の設立準備に入ら 生きがいしごとサポートセンター阪神北
就職コーディネーター
れました。そして、この 4 月には見事 NPO を立ち上げられました。
また、環境問題に取り組む NPO を起業されたＫさんは、他の NPO で経理の担当者として短時間勤務をされて
います。ノウハウの習得と活動資金の確保が目的のようです。他にも事例はたくさんあります。起業・就業
をワンストップで支援する役割を、さらに磨いていきたいものです。
就労マッチングの 1 コマより

