当センターでは無料職業紹介事業をしております。
（既に就業が成立している場合はご了承ください。）

求人情報

』

『

『納屋工房』
納屋工房』

ヘアサロン Sleek(スリーク)

業務内容➣ヘアサロン業務（美容全般）
仕事内容➣アシスタント

資 格➣高卒以上、経験不問
給 与➣日給月給制：月額 13 万円～
勤務日➣火～日（第 2.3 火曜は休み）
勤務時間➣8:30～18:30
交通費➣1 万円まで支給、マイカー通勤可
勤務地➣姫路市城東町野田
ハーブやオーガニックなど、器材にこだわり
あり。連休が月 2 回あるので、プライベート
が確保できます。
勤務形態➣正社員

業務内容➣デザインオフィス×

コミュニティスペース
務、デザイン・事務のサポート
資 格➣PC(ワード・エクセル)使える。
勤務形態➣パート
給 与➣時給制：750 円～
勤務時間➣9:00～20:00 の間で応相談
交通費➣500 円/日まで支給
勤務地➣姫路市本町
人も場所も、とても居心地良い空間で
す。人と接することが好きな方、歓迎!

仕事内容 ➣コミュニティスペース管理業

NPO 法人あけび
法人あけび

業務内容➣通所介護・小規模福祉作業所
仕事内容➣デイサービスにおける看護・介護

生 きがいしごとサポートセンター播 磨 西
コミュニティ・ビジネスを応援する情報紙
通 信

給 与➣時給制：1,000～1,500 円
資 格➣正・准看護師免許・

普通自動車免許・経験不問

勤務時間➣9:00～16:00
勤務形態➣パート（正社員もあり）

交通費➣上限 3,000 円まで・マイカー通勤可
勤務地➣姫路市保城
神経難病の方を中心とした施設で、一人
ひとりにあったリハビリケアが中心です。

http://www.ikisapo-harima.com

今年度もどうぞよろしくお願い致します。
特定非営利活動法人コムサロン２１は平成２２年度も引き続き、兵庫県の生きがいしごとサポートセンター事業を播磨西
地域で運営することとなりました。今年で７年目です。今年度は事業実施スタッフ体制が新たに変わり、気持ちも新たに頑
張っていきます！以下に、今年度の事業計画をご紹介いたします。

求職者情報
求職者

希望職種など

資格など

セミナー・サロン情報

生きサポ播磨西通信

女性 55 歳

午後から働ける事務の仕事（パート）

男性 34 歳

福祉用具・介護用具の営業・ルート営業

男性 39 歳

SE（メーカー等の社内 SE としての勤務を希望）

ヘルパー2 級・医療事務・ガイドヘルパー（資格障害者）
福祉用具専門相談員・（福祉住環境コーディネーター2
級を 7 月に受験予定）
普通自動車免許・CAD 利用技術者 2 級・C 言語 JAVA

生きサポ播磨西メルマガ登録のすすめ
生きサポ播磨西では、メルマガ登録者に毎月 2 回（月初め＆半ば）、新しい情報を無料にて配信しています。
活きた情報なので、ＨＰを見る手間が省けます。メールアドレスは、パソコンでもケータイでもＯＫ！ご活用下さい。
◆配信内容◆セミナー情報・求人情報・助成金情報 etc…

≪登録の仕方≫
①生きサポホーム
ページを開く。

②トップページの一番下にある、
「メルマガ登録」を見つける。

年 4 回発行いたします。
現在注目団体の活動状況を取材し、生の声
を伝えていきます。
他、Q&A、求人・求職情報なども掲載しており
ますが、新しい情報は随時ＨＰやメールマガジ
ンでも発信しております。

ケータイで QR コードを読み
取ると、すぐに登録できます。
個別相談会（予約制）

毎月、定期的に以下の相談窓口を設けてお
りますので、気軽にお申込み下さい。
『 NPO 法人設立相談会 』（

③メールアドレスを入れて
送信する。
後ほど送信したメールア
ドレスに確認のメールが
届きます。

3 回／月）

NPO 法人の設立するにあたって、

〈〈編集後記〉〉

◆今年度も無事、生きがいしごとサポートセンター播磨西を実施運営することになりました。今年で 7 年目です。皆さまの声を拾い、
”生きがいしごと”に役立つ情報を配信していきたいと思います。
【編集長】
◆マイブームはビジョントレーニングです。いろんな情報を速くキャッチできるように、日々訓練をしています。いかに情報を集め、
発信するのかが仕事で大切なポイントです。【みんつぁん】
◆遅ればせながら情報収集目的のために、Twitter をはじめました。まず自分では探さない情報も入手できるので重宝しています。
でもまだつぶやいていません、何をつぶやこうか。【森の靴屋】
◆この間、とある企業の社長様と話してて、思ったこと。当センター含め、NPO 法人コムサロン 21 がやっている色んなことを、伝え
るのって難しい。けれど伝えるのって本当、大事だなぁって改めて思いました。【ひつじのマリー】

生きがいしごとサポートセンター播磨西 （無料職業紹介所 28-ム-300007）
〒670-0932 姫路市下寺町 43 姫路市商工会議所新館 4 階 NPO 法人コムサロン 21
電話（079）224-8900 FAX(079)224-1553
URL http://www.ikisapo-harima.com メール info@ikisapo-harima.com
営業時間 月～金 10：00～18：00 （※土日祝、年末年始、お盆はお休み）
※生きがいしごとサポートセンター播磨西は、
兵庫県「生きがいしごとサポートセンター事業」の補助を受けて、
特定非営利活動法人コムサロン 21 が実施・運営しています
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「生きがいしごとサポートセンター」は、他に「阪神北」「阪神南」「神戸東」「神戸西」「播磨東」があります。
平成 22 年 6 月７日発行（第 29 号） 次号は 9 月頃発行予定です。

姫路商工会議所新館 4 階
生きがいしごと
サポートセンター播磨西

申請書類の書き方や助成金申請の相談など

『 NPO 運営相談会 』

（1 回／月）

団体を運営していくにあたって
困っていること・悩んでいることに関する相談

『 しごとの悩み相談会 』（

昨年度に引き続き、今年度も色々なセミナー
を考えております。
開催は、年数回となりますので、詳細が決まり
次第、情報を発信していきます。
『 CB 入門講座 』（2 回／年）

⇒コミュニティ・ビジネスに関する
初歩的な講座を開催します。
『 NPO 法人の納税セミナー 』（1 回／年）
⇒NPO 法人の納税に関する講座を開催します。
『 ネットワーク構築セミナー 』（1 回／年）
⇒CB の魅力である、ネットワーク構築に
について役立つ講座を開催します。
『 設立前に知っておきたいこと 』（1 回／年）
⇒ＮＰＯ法人、社団、財団、組合等のメリット・
デメリットに関する講座を開催します。
『 団塊世代セミナー 』（1 回／年）
⇒団塊世代を対象とした、セカンドライフを
充実させるための講座を開催します。

1 回／月）

転職を考えている・就業先での悩みなど
キャリア形成に関する相談

助成金情報 ※当センターのＨＰ上でも新着助成金情報を掲載しておりますので、ご確認ください。

「新しい世紀の社会づくり」をテーマとした市民活動助成 『応募締切り：2010/7/30（金）』

高齢者を対象とした市民活動は、これからの社会を支えていくために不可欠な社会資源となっています。一方、高齢者自身の社会参加も活発になっています。
一人ひとりが生き生きと充実した人生を送ることができる新しい世紀の社会づくりやコミュニティ再構築等の活動に助成を行います。（HP 概要一部抜粋）

<<特
<<特に次の項目に
項目に該当する
該当する団体
する団体を
団体を助成対象とします
助成対象とします >>
１．高齢者が
高齢者が活動する
活動する市民活動団体
する市民活動団体
２．高齢者の
高齢者の医療・
医療・保健・
保健・福祉、
福祉、まちづくり等
まちづくり等、高齢者を
高齢者を対象とする
対象とする市民活動
とする市民活動 を行う団体

団体名 ： 財団法人 ユニベール財団
ＨＰ ： http:/www.univers.or.jp/top.html
（申請書がダウンロードできます。）
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