Community Design Café

CDC News vol.37

コミュニティ・デザイン・カフェ(CDC)
たくさんの人が集い，「コミュニティ」を「デザイン」する
そんな「カフェ」のようなセンターを目指します

CDC News Vol.03７ 200９.１０
生きがいしごとサポートセンター阪神北

『田舎と都会を結ぶ
コミュニティビジネス生産物見本市』
今年も開催しました！
去る 8 月 2３日（日）生きがいしごとサポ
ートセンター「実践・交流活動」の一環とし
て「田舎と都会を結ぶ CB 生産物見本市」を
阪急宝塚駅交通広場にて開催しました。
この事業は、小規模生産ゆえに一般生産ラ
インに乗りづらい、兵庫県の農村の生産物と、
阪神地域を中心とした都会の消費者や NPO
が出会う機会を提供する目的で、２年目の開
催となりました。
消費者にとって食の安心・安全に対する関
心は非常に高く、
「生産者の顔が見える」見本
市は大人気！昨年からのリピーターとなって
くださったお客さんもいらっしゃいます。
見本市に出展されたのは以下の３団体。
○バイカモ楽農会（美方郡新温泉町）
○㈱田舎元気本舗（丹波市）
○アグリネット宝塚（宝塚市）
バイカモ楽農会さんは、昨年８月の見本市へ
の出展をきっかけに、その後、地元の企業や
農協と連携して、旅行会社の農業体験ツアー
の受け入れや販売事業を本格的に開始されま
した。
またアグリネット
宝塚さんは、昨年３月
の見本市で商談を行
った、西宮市のコンビ
エンスストア経営者
はたらく人の視点からコミュニティをデザインする

お客さんとのやりとりも楽しい１日でした！

とのつながりが発展し、地域密着型の有機野
菜販売会に継続的な出展を行っておられます。
２年目の開催とあって、各団体とも消費者
のニーズを把握し、商品のラインナップや運
営にも工夫をされていました。努力の甲斐あ
って、売上金額も少しずつ増額につながって
います。
「今度はいつ開催されますか？」
「機会があれば、生産者の地元を訪ねてみた
い」お客さんからはこんな声も聞かれました。
消費者の方々と直に接することで反応をキャ
ッチし、喜んでいただける声を聞けることが、
出展者のみなさんのやりがいにもつながって
いるようです。
この日、見本市に来てくださったお客様は
600 名余り。３団体すべて、商談を行った事
業者さんとの連携が決まり、継続的事業へと
発展していく可能性も生まれています。
農家にとっては「継続的な販路の確保」、
CB 事業所にとっては「安心・おいしい食材の
確保」。双方のメリットにつながる持続的な事
業へのきっかけとして、見本市を活用してい
ただけたということが、２年間を通じての大
きな成果だったと思います。
生きがいしごとサポートセンター阪神北
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NPO による合同相談会
をご存知ですか？
2009 年 10 月 20 日現在

“職探し、夢探し”と題して、兵庫県下で職
業紹介事業を展開する６つ NPO が合同で開
いた就業相談会、第２弾を７月２４日（土）
に尼崎は小田公民館で開催しました。大量の
派遣切りがマスコミ報道をにぎわせていた昨
年に引き続き、悪化の一途をたどる雇用情勢
の中、200 名もの方が参加されました。
３００以上あった求
人票は、会場中央に、
一挙に掲載。地域ごと
に相談ブースを設け
て、仲良く並んでの相
談会。参加者の方は、
気になる求人があるセンターへ番号札をもっ
て並ぶシステムでしたが、それでも会場は満
杯状態。
お話をお聞きした中には、「50 代の専門技
術屋だったが不況で失業。キャリアを活かし
た再就職をめざし 1 年近く就活しているが見
つからない、転向しようか、何の仕事なら就
けますか？」といったような深刻な方が多か
ったです。年齢層も幅
広く、皆さんまじめに
就職活動されているに
も関わらず、求人がな
いとのお声もたくさん
聞きました。
尼崎という立地のせい
か、阪神北ブースにもたくさんの相談があり、
3 時間ずーっと、引きも切らずに相談者の方
においでいただきました。せわしない雰囲気
の中の相談でしたので、後日、当センターで
相談日を設定させていただいた方もいらっし
ゃったほどです。イベントは 1 日だけですが、
当センターは求人･求職のご相談を随時受け
付けております。お気軽にお問合せください。
担当：白水（しろうず）、白砂（しらまさ）

※相談はできるだけご予約ください。
次回、合同就業相談会は１月末に神戸
にて開催予定です。
はたらく人の視点からコミュニティをデザインする

デイサービス施設内での介護助手、生活指
導員、看護士さん募集
通所介護 清光苑

勤務地：尼崎市塚口町

仕事内容：①介護助手 ②生活指導員 ③看護師
資格：①ヘルパー２級 ②社会福祉士 ③正･准看護師
雇用形態：①②③パートタイマー
勤務時間：①②③9：30～16：00(時間、曜日応相談)
休日：シフト制
報酬 ：時給①850 円 ②1,000 円 ③1,500 円
待遇 ：交通費、有給休暇あり

西脇市の精神障害者中心の作業所での
生活指導員
（特）白ゆり会

求人数：1 名

勤務地：西脇市黒田庄
仕事内容：地域活動支援センター なかよし工房
資格：精神保健福祉士、社会福祉士、保健師の
いずれか一つの免許が必要。普通自動車免許
雇用形態：正社員
勤務時間：8：30～17：30
休日：土･日･祝日
報酬 ：月給１６０，０００円～(前歴考慮します)
待遇 ：交通費支給(上限あり)、社会保険完備
応募条件：履歴書(写真貼付)持参の上、面接

大衆イタリア食堂 キッチン・ホールスタッフ
大衆イタリア食堂アレグロ 塚口店
求人数： 数名

勤務地： 尼崎市塚口

仕事内容： キッチン・ホールスタッフ
資格： 特になし

雇用形態： パートタイム

勤務時間： 10 時～16 時、17 時～24 時の間で応相談
報酬： 時給 900 円～1,200 円 ※交通費支給
おいしいピッツァと生パスタが自慢。スタッフの笑顔が自
慢のアレグロで一緒に働いてみませんか？朝日新聞や尼
崎 Walker にも掲載された人気店です。正社員登用もあり。

～お知らせ～
最新の求人情報を、ホームページでご紹介してい
ます。検索欄に「阪神 NPO ネットワーク」と入
力の上、画面左側の「求人･職業紹介」ボタンをク
リックください。
生きがいしごとサポートセンター阪神北
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トライやる！大人のための「はじめて
のボランティア」セミナー報告

８月８日「はじめてのボランティア」セミ
ナー開催しました。
このセミナーは近畿労働金庫の全面的な協
力で、ボランティアの活動補助金のサポート
をしていただき、ボランティアを始めたいと
考えられている方に活動しやすい環境を整え
ていただいています。
12：30
打ち合わせ会
今年度の受入れＮ
ＰＯの担当者が集
合し、パートナー
制度の説明の後､
（予行演習として）

それぞれ団体の活
動紹介とボランティア募集の内容をお互いに
紹介。日頃出会うことの少ない他の団体の活
動を知る良い機会となり、仲間意識もできて、
セミナーもなごやかに進みそうです。
14：00
セミナー開始
ワークショップ：
「自分にぴったり
のボランティアを
見 つ け ま し ょ
う！」
宝塚市社会福祉協
議会ボランティア
活動センターと協
働し、藤井正人所
長が「ボランティ
アって何？」＆「ボ
ランティアの楽し
さ」をテーマに、工夫をこらしたワークショ
ップを実施。参加者の雰囲気も緊張からリラ
ックスモードへうまく切り替わりました。
例年男性の参加者は 2 割程なので今年はぜ
ひ男性の参加を増やそう！というのが課題。
結果は男性 14 人女性 16 人で企画は大成功！
はたらく人の視点からコミュニティをデザインする

参加者の皆さん
にとって“ボラン
ティア”のイメー
ジはこんな感じ

15：00
いよいよ本番！
受入れ NPO 団
体から活動紹介
とこんなボラン
ティアさん募集
していますとい
う PR タイム開始。
（今年はちょっと長めにじっくりと紹介して
いただきました）
16：00 マッチングタイム

ボランティアを募集している NPO 法人 10 団
体とボランティアをしたい 30 名の参加者と
のお見合い会です。
希望の団体のブ
ースで、直接担当
者と Q＆A を。
しっかり納得し
てぴったりの団
体を選んでくだ
さいね。
※セミナーは終
了しましたが、いろいろな分野の NPO 法人が
ボランティアを募集しています。ご興味があ
る方は阪神 NPO 連絡協議会までお問い合わ
せください。
生きがいしごとサポートセンター阪神北
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◆印の実施場所は宝塚 NPO センター/生きがいしごとサポートセンター阪神北です

◆実務講習：「ＮＰＯ会計個別相談会」11 月 19 日（木）、12 月 17 日（木）
相談料：2,000 円（会員 1000 円） ※各時間帯で事前予約ください
①10：30～11：45 ②13：15～14：30 ③14：45～16：00
④16：15～17：30
会計専門家と 1 対 1 で相談できます。年末調整、支払調書等のご相談もどうぞ
◆起業拡充講座：「魅力あるサービス作り・収益 UP 計画作りセミナー」
（全 3 回、水曜日）
11/11、11/18、12/2 各回 18：00～20：00 参加費：1000 円
☆ふるさとコミュニティビジネス創出支援：
「丹波地区 法人設立相談会」11 月予定
場所：朝来市和田山町 参加費：無料 （詳細はお問合せください）
☆イベント：宿泊研修会「10 年後の NPO～私たちの未来図をつくろう～」
12 月 19 日（土）～20 日（日）参加費：12,000 円
場所：（特活）国際エンゼル協会東条研修センター
◆阪神 NPO 連絡協議会 月例会：11 月 10 日（火）15：00～17：00
（見学もできます。ネットワークを結びたい NPO 団体の方は是非どうぞ 資料代：500 円）

※最新の講座案内はブログでご覧になれます（「阪神 NPO ネットワーク」と入力ください）
活動分野を越えたゆるやかなネットワーク組織『阪神

NPO 連絡協議会』会員募集中！！

■ 編集後記 ■ 前号でインフルエンザの心配をしていたら、またもや本格的に大流行の恐れとの報道。そ
の間に政権も交代し、日本の仕組みも世界の情勢もすごいスピードで変化していますね。ワクワク感がある
（T）
反面、わたし、時代に ついていけるかな～なんて不安も感じる今日この頃です。で、皆さんは？

お知らせ■ 過去のニュースレターはホームページからご覧いただけます。

http://voluntary.jp/hnpo-net/

生きがいしごとサポートセンター阪神北
～コミュニティ・デザイン・カフェ(CDC)～
〒665-0845 宝塚市栄町 2-1-1 ソリオ 1-3F
TEL 0797-87-4350
FAX0797-87-4351
E-mail cdc@hnpo.net/
URL
http://voluntary.jp/hnpo-net/

（阪神 NPO 連絡協議会も同上）

（特）宝塚 NPO センター
〒665-0845 宝塚市栄町 2-1-1 ソリオ 1-3F
TEL 0797-85-7766
FAX0797-85-7799
E-mail zukanpo@hnpo.net
URL
http://voluntary.jp/zukanpo/

「生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ阪神北(CDC)」は，兵庫県「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，特定非営利活動法人宝塚
NPO センターが実施・運営しています．同事業は，生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ播磨西，生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ播磨東，生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
神戸西（NEXT） ,生きがい仕事ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸東（ワラビー），生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ阪神南（UN）の 6 拠点にて運営されています．
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