
 

国民生活事業

 

主催：日本政策金融公庫 国民生活事業（兵庫県内６支店、神戸創業支援センター）、
　　　生きがいしごとサポートセンター６団体
共催  : 公益財団法人ひょうご産業活性化センター、兵庫県立男女共同参画センター、公益財団法人神戸市産業振興財団
　　　神戸商工会議所、兵庫県中小企業同友会
後援：近畿経済産業局、兵庫県、神戸市、ＮＨＫ神戸放送局　

定員 200 人
参加料無料

お申込みは裏面の
各生きがいしごと
サポートセンターへ

へ

定員 200 人
参加料無料

これからの将来を拓く

たち家
ひょうごコミュニティ・ビジネス  フォーラム

みらい ひら

2012 年９月 15日  土 
　　　　　午後 1時～４時 30 分

神戸国際会館セミナーハウス 
神戸市中央区御幸通８丁目１-６ 神戸国際会館９Ｆ

定員 150人     参加料無料

　コミュニティ・ビジネス、

社会的企業などの起業を

考える人に。

地域貢献につながる仕事が

したい人もご参加ください。

起業ストーリー

　「命の輝きを引き出す在宅ケアを行うために」

 ・・・        秋山正子さん 株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション

分科会
■福祉■ＮＰＯ法人ケアット
・・・高齢者も障がい者も安心しんて暮らせるために
■子育て支援■ＮＰＯ法人こどもコミュニティケア
・・・すべての子どもの健やかな成長を目指して

■まちづくり■ＮＰＯ法人ＫＯＢＥ鉄人ＰＲＯＪＥＣＴ
・・・イベントで街を盛り上げる仕掛け人役として

■事例紹介■生きがいしごとサポートセンター
・・・多種多様な起業事例をご紹介します

基調講演

■資金調達■日本政策金融公庫 国民生活事業
・・・資金面から起業をお手伝いします

コーディネーター 鈴木 正明 氏 
                                （日本政策金融公庫総合研究所 上席主任研究員）

生きがいしごとサポートセンター×



お　名　前 生年月日　　　年　　月　　日
ふ り が な

ご　住　所 T e l / F a x〒

小企業に事業資金融資や創業支援などを
行う全額政府出資の政策金融機関です。
小企業への事業資金融資などを通して地
域経済の発展や国民生活の向上に貢献し
ています。

秋山正子さん ㈱ケアーズ代表取締役　白十字訪問看護ステーション統括所長
1973 年聖路加看護大卒業後、産婦人科病棟での臨床経験を経て看護教育に携

わる。1992 年より医療法人春峰会白十字訪問看護ステーションに勤務。2001

年㈲ケアーズ起業、商号変更し現職に。2010 年 3 月 NHK「プロフェッショナ

ル 仕事の流儀」に出演。

岡本芳江さん  ＮＰＯ法人ケアット理事長
高齢者介護事業の一方で 2005 年 NPO 法人を設立し保険外サービスに

着手。以後、障がい者の居場所、就労支援などにも取り組み、現在は

高齢者デイ・障がい児デイを併設、相互の交流も行っている。

末永美紀子さん  ＮＰＯ法人 こどもコミュニティケア代表理事
看護大学卒業後病院勤務を経て、自宅兼用建物で保育施設を開設、２００８

年にNPO法人化。ハンディキャップのある子どもたちも健常児も

同じように受け入れ、「ともに育ちあう」保育環境に取り組んでいる。

正岡健二さん  ＮＰＯ法人ＫＯＢＥ鉄人ＰＲＯＪＥＣＴ理事長
1947 年神戸市長田区生まれ。1971 年大阪経済大学経営学部卒業。事

業の傍ら地域活性化に取り組み、まちづくりに尽力している。さらに

音楽を通じて豊かな社会づくりに貢献している。（有）マルヨネ専務、

（株）神戸ながたTMO代表取締役専務、長田活性化研究会会長、

長田文化倶楽部事務局局長、ほたる火コンサート協会代表等

生きがいしごと
サポートセンター
個人の生きがい、や

りがいを大切にした

働き方を総合的に支

援するため、起業・

就業・ボランティア

など「生きがいしご

と」へのアドバイス、

紹介や講座の開催な

どを行っています。

兵庫県の補助を受け

て、現 在 6 か 所 で

NPO 法人が運営して

い ま す。　　　　　

　お申し込み
お近くの生きがいし

ごとサポートセン

ターに電話かメール、

ファクスで、下記の

事項を添えてお申し

込みください。

生きがいしごとサポートセンター神戸東
　神戸市東灘区住吉東町 5-2-2
　ビュータワー住吉館 104
　TEL 078-841-0387　FAX 078-841-0312
　Email info@cs-wallaby.com

生きがいしごとサポートセンター神戸西
　神戸市須磨区須磨浦通 4-4-6
   須磨浦ビル 204
　TEL 078-731-2251　FAX 078-735-0164
　Email next@ikisapo.com

生きがいしごとサポートセンター阪神南
　尼崎市御園町５尼崎土井ビル２階
　TEL 06-6412-8448  FAX 06-6412-8444

生きがいしごとサポートセンター阪神北
　宝塚市栄町 2-1-1 ソリオ１・３階
　TEL 0797-87-4350  FAX 0797-85-7799
　Email  cdc@hnpo.net

生きがいしごとサポートセンター播磨東
　明石市大明石町１丁目１３－３６
　白菊センタービル３階
　TEL 078-915-0075  FAX 078-915-0076　
　Email ikisapo@kobe-youthnet.jp

生きがいしごとサポートセンター播磨西
　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
　Email info@ikisapo-harima.com

Profile

参加を希望される分科会（午後 3時～ 4時）にチェックをお入れください（『資金調達』は 4時からも実施します）

□福祉　□子育て支援　□まちづくり　■資金調達□午後 3時□午後 4時　□事例紹介

演
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Faxお申し込み用紙

そごう

神戸国際会館

神戸市役所

会場
神戸国際会館

N

Email ikisapo@npos.cc

※ 申込書にご記入頂いた個人情報は今回のイベント以外で利用することはございません。

神戸創業支援センター
神戸市中央区栄町通 5-2-19
TEL 078-341-5135　FAX 078-361-3801

神戸支店
神戸市中央区栄町通 5-2-19
TEL 078-341-4982　
FAX 078-361-3801

神戸東支店
神戸市灘区友田町 3-6-15
NHK 灘ビル

明石支店
明石市樽屋町 8-36
TEL 078-912-4115  
FAX 078-912-2307

姫路支店
姫路市忍町 200
TEL 079-225-0572  
FAX 079-282-4527

尼崎支店
尼崎市東難波町 4-18-1
TEL 06-6481-3601  
FAX 06-6481-3749

豊岡支店
豊岡市千代田町 10-6
TEL 0796-22-4327  
FAX 0796-24-2736庫

公
融
金
策
政
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日

業
事
活
生
民
国

TEL 078-854-2900　
FAX 078-854-4330

東エレベータを
ご利用ください




