
社会とあなたを元気にする活動を
始めてみませんか

主催：公益財団法人 神戸いきいき勤労財団
企画運営：認定NPO法人 コミュニティ・サポートセンター神戸（CS神戸）
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申込みは、5月8日より電話・FAXで承ります。 ※個人情報は本事業に関する事務処理にのみ使用いたします。

(公財)神戸いきいき勤労財団　生涯現役支援課「社会貢献塾係」

生涯いきいき情報センター
あなたの生きがいづくりを応援します

お申込み・お問合せ先

生涯いきいき情報センターは、勤労会館2階に開設さ
れ、公益財団法人神戸いきいき勤労財団とNPO法人
しゃらくが協働で運営しています。
「生きがい創造」、「生涯学習」、「就業支援」などについ
て、専任の相談員が専門機関の紹介や諸施設に関す
る情報提供を行います。
「社会の役に立つ活動がしたい！」「趣味を深めた
い！学びたい！」「まだまだ働きたい」・・・こんな時
は、お気軽にご相談ください。相談は無料です。

相談時間

場　所

電　話

平日10：00～12：00 / 13：00～16：00
(土・日・祝・年末年始・第3月曜日は休み)
神戸市中央区雲井通5-1-2
神戸市勤労会館2階
☎078-251-2522 (直通)
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中央区役所

神戸市勤労会館2階

サンパル

JR三宮

生きがい活動ステーション
「生きがい」と「役割」を見つけませんか？

生きがい活動ステーションは、神戸市立六甲道勤労
市民センター内に開設され、公益財団法人いきいき
勤労財団と認定NPO法人コニュニティ・サポートセ
ンター神戸が協働で運営しています。
人々のつながりを築きながら、地域に役立つ活動が
生まれるよう「人」と「地域」を結ぶ橋渡し役を担いま
す。今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、地
域の中で「生きがい」と「役割」を見つけませんか？

相談時間

場　所

電　話

月・火・水・金・土 9：30～17：30
(木・日・祝・お盆・年末年始は休み)
神戸市灘区深田町4-1-39メイン六甲4階
六甲道勤労市民センター内
☎078-857-3022 (直通)

JR六甲道

メイン六甲
４階

←三宮 大阪→

阪急六甲

南へ徒歩８
分

阪神新在家

北へ徒歩６
分

〒651-0096　神戸市中央区雲井通5丁目3-1サンパル10階(土日祝休業)
電話 078-251-5561　FAX 078-252-9448

社会貢献塾　FAX申込書 FAX 078 -252 -9448

お名前 （年齢　　歳）

ご住所

FAX

電話番号

Ｅメール

ふりがな

当プログラムに
期待すること

自宅 携帯

参 加 者 募 集社 会 貢 献 塾 2018

「社会貢献塾」は 座学と実習を通じて
社会にどのような課題があるのか

社会貢献活動にどのように参加していけばいいのかを
総括的に学んでいただく連続講座です

第6期修了生のみなさん

第5期修了生のみなさん

第3期修了生のみなさん 第2期修了生のみなさん 第1期修了生のみなさん

第4期修了生のみなさん

社会貢献塾

地域で
取り組む
修了生の約半数が

社会貢献活動に取り組み、
地域で活躍中です。

仲間と
出会える
新しい出会いと発見、

そして新しい仲間のネットワークを
広げてみませんか。

社会と
つながる

自らの経験やノウハウを活かして、人の役に
立ちたい、何かをしたいと考えておられる
みなさんのご参加をお待ちしています。
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カリキュラム

前期（スタディゼミ）
日　時回 講 座 名 ／ 講 師 内 容 ／ 団 体 紹 介

1

2

3

4

6月20日(水)
13:30～16:30

6月27日(水)
13:30～16:30

7月4日(水)
13:30～16:30

7月11日(水)
13:30～16:30

オリエンテーション
事務局

神戸市のコミュニティ施策・NPOの現状、そしてこれから
細川智美氏（神戸市市民参画推進局 市民協働課）

空き家活動拠点システムの仕組みについて
今井政仁氏（神戸市住宅都市局 空家空地活用課）

社会貢献でセカンドライフを愉しむ
中川幾郎氏（帝塚山大学名誉教授）

地域活動を知る①　～身近な地縁系の活動～
佐野正明氏（狩場台ふれあいのまちづくり協議会副委員長／NPO法人コミュニティかりば専務理事）
地域活動を知る②　～楽しく防災～
永田宏和氏（NPO法人プラス・アーツ理事長）

地域活動を知る③　～多文化共生～
志岐良子氏（NPO法人神戸定住外国人支援センターマネージャー）

地域活動を知る④　～障がい者支援～
宇野大典氏（社会福祉法人木の芽福祉会 御影倶楽部 管理者）・利用者のみなさん

地域活動を知る⑤　～地域の居場所～
中村保佑氏（東灘こどもカフェ）
東村奈保氏（NPO法人ソーシェア／株式会社ヒトトバ）
阿隨章子氏・山本はるみ氏（七丁目クラブ）

全体説明と自己紹介を行います。

社会貢献ってどんな活動があるの？
選び方、楽しみ方のポイントをお聞きします。
神戸市におけるコミュニティの現状や政策について
お聞きします。

身近な地域で行う活動について、西区狩場台の
ふれまち協議会やNPOの事例から学びます。
「イザ！カエルキャラバン！」など楽しく学べる
防災プログラムについてお聞きします。

地域に暮らす多様な文化背景を持つ人々が「ともに
生きる」ことができる社会に向け、活動する団体です。

障害がある人々の就労や生活を支え、誰もがゆたか
に暮らせる社会を目指しています。

空き家をコミュニティの活動拠点として活用する
ための登録制度についてご案内いただきます。

孤立防止や誰もが役割を持てる場所として注目さ
れている「地域の居場所」。コミュニティの拠点づ
くりやシェアする空間づくりを実践されている3
人にお話をお聞きします。

後期（インターンゼミ）
日　時 講 座 名 内　　　　容

5

6

7

8

8月1日(水)
13:30～14:15

14:30～16:30

8月8日(水)
13:30～16:30

9月4日(火)
～11日(火)

8月22日(水)
9:00～17:00

8月23日(木)
～9月3日(月)

（多目的ホール）
社会貢献塾同窓会

個別相談

グループワーク②
～地域活動の計画をつくる～

視察バスツアー

地域調査

1～6期までの修了生の活動をお聞きし、交流を深めます。

グループワーク①
～取り組むテーマやエリアを考える～

グループもしくは個人に分かれて、取り組みたい地域やテーマ
について考えます。

日　　時回 講　座　名

1 10月20日㈯ 13:30～16:30 コミュニティビジネス（CB）とは？
成功するCBの秘訣

2 11月  3日㈯ 13:30～16:30 事業計画書の作り方のポイント
事業計画書の作成

3 11月10日㈯ 13:30～16:30 CB実践事例の紹介１
CB実践事例の紹介２

4 11月17日㈯ 13:30～16:30

5 12月  1日㈯ 13:30～16:30

グループ相談

事業計画書の発表
発表に対するコメント・アイデア出し

わがまちのデータを調べながら、必要なプログラムや活動につ
いて考えます。

西区月が丘自治会（西区）、まちづくりスポット神戸（垂水区）、板
やどばあちゃん（長田区）の3ヶ所をバスで回り、現場の活動を見
学するとともに、継続する上での苦労などをお聞きします。

どのような課題がどのような手法で解決されているのか、行政
機関やNPOなど、ヒアリング調査に出向きます。

9 お一人お一人と個別相談の時間を設け、情報提供を行います。
※会場はJR六甲道近くの「生きがい活動ステーション」です。

9月12日(水)
13:30～16:30

グループワーク③
～発表とアイデア出し～

神戸市のNPO支援施策について
武藤紘明氏（神戸市市民参画推進局 市民協働課）

10

社会貢献塾のまとめとして、グループワークで作り上げたプラ
ンを発表し、実現するためのアイデアを皆で出し合います。

神戸市の担当課からNPO施策や支援プログラムについてご案内
いただきます。

募集要項

日　程

会　場

前期(スタディゼミ)・・4日間
2017年6月20日、27日、7月4日、11日（13：30～16：30）
後期(インターンゼミ)・・6日間
8月1日、8日、22日、9月12日（13：30～16：30）
（※8月1日 14:30～16:30は社会貢献塾同窓会）
視察バスツアーは8月22日、地域調査は8月23日～9月3日
個別相談は9月4日～11日のうち各1日

神戸市勤労会館4階　403号室
（視察バスツアーと地域調査、個別相談を除く）

定　員 30名（5月8日から先着順）

受講料

申込み

10,000円（前期・後期合わせて／税込み）
※8月1日同窓会参加費500円
※8月22日視察バスツアー参加費1,000円

5月8日から電話・FAXにて先着順で受付

日　程
10月20日／11月3・10日／12月1日
（13:30～16:30）11月17日はグループ相談

会　場
1 回 目：起業プラザひょうご（サンパル6階）
2～5回目：神戸市勤労会館405号室

定　員
20名

受講料
10,000円(全５回)

特別公開講座(初回)のみの受講も可能です。
(受講料2,000円)

コミュニティビジネス実践講座

～あなたの夢、実現しませんか～
今、地域住民が主体的にビジネスの手法を用いて地域課題の解決に取り組むコミュニ
ティビジネスが注目されています｡ 福祉、子育て、教育、環境など様々な分野での活動が広
がり、地域活性化や参画する人の生きがいづくりにつながっています。
コミュニティビジネス実践講座は、短期集中的にコミュニティビジネスについて理解し、
起業や事業計画の作り方などについて学んでいただく実践的なプログラムです。
受講生の中からは長年の夢を実現し、実際に事業を立ち上げられるなど、地域で活躍さ
れている方も多くいます。
若者から熟年世代まで、社会貢献・起業に関心のある方々の参加をお待ちしています。

※初回の講師：一般財団法人ダイバーシティ研究所理事　田村太郎氏

初回は、起業家育成のプロ・田村太郎氏を講師とし特別公開講座を開催!!カリキュラム

社会貢献塾からコミュニティビジネス実践講座への流れ

前期（6月～7月）

様々な分野の
社会貢献活動
について楽しく
学びます。

座学 現場視察 個別相談
地域で活躍する
団体に出向き、
現場の雰囲気を
体験します。

ひとりひとりの
ニーズに沿った
情報提供を
行います。

後期（8月～9月）

地域活動
デビュー

さらなる
ステップアップを
目指す方 コミュニティ

ビジネス
実践講座

（10月～12月） 起業に興味が
ある方

起業
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回

5月8日
から

先着順受付

9月8日
から

先着順受付起業
のす
すめ
!!

ステ
ップ
アッ
プ講
座へ
のご
案内

10月開講!!


