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

祝 10 周年
生きサポ合同フォーラム

兵庫フローラルイン
兵庫フローラルイン姫路
フローラルイン姫路

「ナフコ」
ナフコ」
ツーワンスタイル西姫路店
西姫路店
ツーワンスタイル

業務内容➣ビジネスホテル業
仕事内容➣フロントスタッフ業
資 格➣高卒以上
勤務形態➣正社員
給 与➣基本給 13 万円～22 万円
勤務時間➣6:30～20:00 の間で 8 時間
交通費➣15,000 円まで支給
勤務地➣姫路市東延末
若く活気溢れる会社です。20～30 代
が活躍しています。

業務内容➣家具・インテリアなどの販売
仕事内容➣レジ・販売・商品管理
給 与➣時給 880 円
資 格➣高卒以上
勤務時間➣13：00～21：00（シフト制）
勤務形態➣アルバイト
交通費➣なし・マイカー通勤不可
勤務地➣姫路市飾磨区今在家
6/24 にオープンしたばかりのお店です。
かわいい雑貨・スタイリッシュな家具やイ
ンテリアの販売に携わってみませんか?

㈱カイヤマグチ

『幸せな働き方を考える』
生きがいしごとサポートセンターが兵庫県の補助事業として開設し、今年で 10 周年となりました。
これを記念し、
『日本でいちばん大切にしたい会社』の著者 坂本光司氏をお迎えし、県下 6 ヶ所のサ
ポートセンター合同でフォーラムを開催致します。

業務内容➣公共土木事業の計画、設計、調
査など
仕事内容➣測量主任
資 格➣公共測量等の経験者、測量士
勤務形態➣嘱託社員
給 与➣月額 15 万円（15 日）
勤務時間➣8:30～17:30
交通費➣当社規定による、マイカー通勤可
勤務地➣姫路市飾西
45 年の歴史をもつ県内有数建設コンサル
タントです。福利厚生が充実しています。
第二の人生に。

テーマは「幸せな働き方を考える」。失業率が高い中、生きがい・やりがいが求められる仕事か安定
を求める仕事か…天秤にかけてしまいがちです。

あっぷるデイサービス姫路
あっぷるデイサービス姫路

フォーラムでは、“どんな働き方をすればいいのか？”を一緒に考えてみませんか。

業務内容➣介護業務
仕事内容➣デイサービスにおける介護等
資 格➣ヘルパー2 級以上
勤務形態➣パート
給 与➣時給 850 円～
勤務日➣週 2 日～（応相談）
勤務時間➣8:30～17:00/9：00～17：30
（短時間でも可）
交通費➣3 万 6 千円まで支給
勤務地➣姫路市宮西町
施設長はじめ、スタッフの皆さんもやさしい
人たちで、働きやすい環境です。

求職中の方、もっと自分に合った働き方を模索している方、地域のためになるような事業を始めてみ
たい方 etc..仕事について考える方皆さんにお聴きいただきたい内容です。
是非、ご参加ください。
第 1 部 基調講演（13：45～14：45）
「地域も人も幸せになる働き方、起業のしかた」
－『日本でいちばん大切にしたい会社』著者から
の提言－
講師：坂本光司氏
法政大学大学院教授。
他に、国、県、市町や商工会議所等
団体の審議会や委員会の委員を多
数兼務。専門は中小企業経営論・
地域経済論・産業論。

第 2 部 パネルディスカッション（15：00～16：25）
「コミュニティ・ビジネスの楽しさ・面白さと可能性」
フォーラム後半は、コミュニティ・ビジネス（CB）団体の代表
によるパネルディスカッションです。
登場団体は、6 ヶ所の生きサポが各々推薦した、地域で
活躍している CB 団体の一つです。
地域に貢献しながら働く楽しさややりがいなどを存分に語り
合っていただく中で、参加者の皆さんに CB の意義や働く
場としての魅力などを感じ取っていただけると思います。
＜パネリスト＞
団体名
パネラー
“ＩＴを使った地域の仕事で飯が食いたい!”

坂本先生は、6,300 以上もの企業を訪問した中
から、経営の真髄を見つめ、執筆。真の経営とは
何か、企業は何のためにあるのか、受ける側も提
供する側も心から感動するサービスとは何か、と
いうことについて、もう一度考えて頂くきっかけにな
るのではないでしょうか。
また、起業家支援に取り組む NPO 法人の代表者
として、経営学者かつ地域活動家としての目で見
た、真に幸せな働き方や起業に関する提言に期
待が膨らみます。

“もっとこうなったらいいな、をカタチに”

料金
定員
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団体名

塩山 諒

姫路城清掃会

赤堀 富子

里山の
里山の保全活動

仕事内容
毎月第 2 日曜日朝 7 時～1 時間、姫路城とその周辺の掃除を行います。
朝の新鮮な空気を吸いながら、姫路の顔であるお城をきれいにしませんか?
毎月第 2 日曜日 9：30～12：00 頃まで、姫路城周辺の里山で、里山保全活
動をおこなっています 。
20～30 代の方で、活動に興味を持ち一緒に活動して下さる方を募集します!
毎月第 4 日曜日に開催される楽市楽座を盛り上げませんか?
駐車場整備・本部スタッフなどを行っていただきます。
地元の地域活動に興味があり、地域貢献したい方歓迎!!

一般社団法人クルレ
“地域療育を支援する”

泉 和男

NPO 法人こども発達サポートセンター
“働くことの喜びと交流の場”

亀山御坊朝市実行委員会

杉山 悦子

NPO 法人サポートセンター木立
“あそびをクリエイトする NPO”

NPO 法人生涯学習サポート兵庫

日時
会場

生きがいボランティア情報

NPO 法人スマイルスタイル
“まちのお絵かき教室をやっています”

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
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・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。

※気になる求人がございましたら、生きサポ播磨西までご連絡ください。

細谷 崇

NPO 法人コミュニティリンク

舌鼓酒房らくだ
舌鼓酒房らくだ
業務内容➣居酒屋
仕事内容➣接客及び洗い場・キッチン補助
資 格➣不問
勤務形態➣パート
給 与➣時給制：750 円～（昼）
820 円～（夜）
勤務時間➣10:30～14:00/18：00～22：00
交通費➣なし
勤務地➣姫路市十二所前町
料理がおいしいと評判のお店。食事手当付
き☆

8 月 21 日（土）13：30～16：30
神戸市勤労会館 7 階 大ホール
（神戸市中央区 JR 三ノ宮駅徒歩 5 分）
無料
500 名

山崎 清治

求職者情報
求職者

※企業様で“一度お会いしたい”と思われたら、生きサポ播磨西まで！

希望職種など

女性 46 歳

一般企業にて事務職

男性 38 歳

印刷/フォークリフトを用いた仕事

女性 31 歳

保育士（病院などの一時預かり希望）

資格など
日商簿記 2 級。日商珠算 3 級。NOUS 一般。
会計事務所にて税理士補助業務（20 年以上経験あり）
フォークリフト。普通自動車免許。
鉄工所経験 17 年、シルク印刷経験 3.5 年あり。
保育士・幼稚園教諭第二種免許。
保育園での勤務でなくても可。

7

