
                     

コミレスは社会的インフラです！ 

ＰＰａａｒｒｔｔ  ３３  
ココミミュュニニテティィ・・レレスストトラランン  
地地域域フフォォーーララムムｉｉｎｎ徳徳島島  

～コミュニティ・レストランの自立と安定した運営をめざして～ 

地域が抱える色々な課題を解決するために、様々なタイプのコミレスがあります。今回は、医療・介護とコミレスの

連携について、管理栄養士が運営する徳島県吉野川市のコミレス、「コミュニティ・レストラン さくらｃａｆｅ」の

実践例を報告します。医療や介護の現場とコミレスの関わり、さらには、農業や国際協力との関わりについても知って

頂くとともに、合わせて全国のコミレスの活動報告も行い、コミレスについての理解を深めていきたいと思います。 

●日時：2017 年 11 月 25 日（土） 午後 2 時～5 時 

●会場：コミュニティ・レストラン さくらｃａｆｅ 

（779-3403 徳島県吉野川市山川町前川 212－6 さくら診療所駐車場北側 TEL/FAX 0883-42-5268） 

 

13 時～14 時 オプションツアー さくらファーム見学ツアー（希望者のみ） 

14 時 コミュニティ・レストラン 地域フォーラム開会  

14 時 05 分 講演：「医療と連携するコミレス（仮）」（30 分） 
吉田修（さくら診療所理事長、NPO 法人 TICO 代表） 

14 時 35 分 基調講演：「ｺﾐﾚｽの新しい展開 ～ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾝﾊﾟﾆｰの可能性～」（30 分） 
  世古一穂（NPO 研修・情報センター代表理事、コミレスネットワーク全国代表） 

15 時 05 分 講演：「人口減少と企業の果たす役割」（30 分） 
  福士庸二（合同会社 PlanB 代表社員） 

1５時 35 分 講演：「お弁当が人気！？ さくら cafe の現状と今後について」（15 分） 
  新野和枝（さくら cafe 店長、合同会社 PlanB 役員、元さくら診療所管理栄養士） 

15 時 50 分 休憩（10 分） 

16 時 各地のコミレス活動報告と質疑（60 分） 

17 時 閉会 
 

●コーディネーター：世古一穂 

●会費：500 円（資料代） 

●懇親会：18 時より美郷の湯 ORGANO にて懇親夕食会を予定しています（会費 5,000 円）。 

●申し込み：9 月 30 日（土）までに、別添の参加申し込書をご確認の上、メールまたは FAX で

お申し込み下さい。宿泊その他詳細は、お申し込み頂いた方にお知らせ致します。 

   コミレスネットワーク全国（NPO 研修・情報センター内） 東京都国分寺市本多 3-7-34 

   E-mail：ticn@mui.biglobe.ne.jp   FAX：042-208-3320 

●主催：コミュニティ・レストランネットワーク全国、合同会社 PlanB 

                     

 店長の新野です！ 

皆様のお越しを 

お待ちしております！ 



●当日の昼食：さくら cafe にてご提供可能です。ご希望の方は申し込み時にお伝え下さい。 

日替わりランチ 1,000 円（税込）（コーヒー・スイーツセット） 

●cafe の位置とアクセス（徳島県吉野川市山川町前川 212-6 さくら診療所駐車場北側） 

  

・徳島空港から車で約 1 時間 30 分～2 時間 

 ・徳島空港から徳島駅（バスで約 30 分）→徳島駅から JR 徳島線で阿波山川駅（約 1 時間）→阿波山川駅からさくら cafe（徒歩約 10 分） 

●宿泊：四季芳る美郷の湯（さくら cafe より車で約 15 分。送迎バス有り） 

   779-3505 徳島県吉野川市美郷村奥丸 75-1 TEL：40883-43-2626 FAX：0883-30-0606 

人数 1泊朝食付きの価格 部屋数

洋室 ツイン 2名で7,236円 3部屋

2名で7,236円

3名以上で6,696円

6名まで 2名以上で6,236円 1部屋

5名まで 3名以上で5,696円 1部屋

2名まで 1部屋

和室

和室 トイレ・TV・冷蔵庫なし

トイレ・TV・冷蔵庫あり
4名まで 2部屋

 

●観光 ・阿波和紙伝統産業会館（山川・9 時～17 時・入館料 300 円・伝統の阿波和紙の紹介） 

・大鳴門橋遊歩道 渦の道（鳴門市・9 時～17 時・入館料 500 円・ガラス床から 45m 下の鳴門海峡を見下ろせます） 

・大塚国際美術館（鳴門市・入館料 3,240 円・9 時 30 分～17 時・世界の名画を陶板再現） 

・四国八十八ヶ所 一番札所霊山寺（鳴門市大麻町・四国遍路の出発点） 

・阿波踊り会館（徳島市・入館料 1,000 円・9 時～21 時・阿波踊りミュージアムと阿波踊りのステージ鑑賞） 

・阿波十郎兵屋敷・阿波木偶人形会館（徳島市川内町・入場料 410 円・11 時と 14 時に阿波人形浄瑠璃上演。 
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●さくら cafe とは 

徳島県吉野川市山川町に、合同会

社 PlanB のコミレス部門として、

2012 年 12 月オープン。地域の

人達の健康の維持・増進に寄与し

たいと考えており、さくらファー

ムの野菜を中心に、安心して使え

る安全な食材・調味料を中心に、

野菜たっぷりのランチやお弁当を

提供。食事に気をつけたいがなか

なかできない、独居の高齢者、病

院退院後の在宅で栄養管理が必要

な方、料理の苦手な方、仕事が忙

しく食事に充分な時間が裂けない

働く方など、様々な方を対象に、

お弁当の配達なども行っている。

料理講座やヨガ講座などの講座等

も開催し、地域の人達の交流の場

も提供していきたいと考えている。 

●吉野川市概況 

 

 

徳島空港 

さくらｃａｆｅ 

※宿泊される日にちや曜日、食事

の有無等で、金額が多少変更にな

る場合があります 



コミュニティ・レストラン地域フォーラム in 徳島 参加申込書 

必要事項を記入の上、FAX でお申し込み下さい FAX：042-208-3320（コミレスネットワーク全国） 

もしくは、必要事項を記入の上メールにてお申し込み下さい E-mail：ticn@mui.biglobe.ne.jp 

お申し込み締め切り日：２０１７年 9 月 30 日（土） 

（ふりがな） （ふりがな）

お名前 団体名

ご住所

電話番号 FAX番号

E-mailｱﾄﾞﾚｽ

・有り
（宿泊希望日に○をつけて下さい）

宿泊希望

希望する　・　希望しない

〒

・無し

11月24日（金）　・　11月25日（日）

フォーラム当日（11月25日（土））の昼食

さくらcafeの日替わりランチ
（コーヒー・スイーツ付き）1,000円（税込み）

参加する　・　参加しない懇親会（美郷の湯　ORGANO　会費5,000円）

参加する　・　参加しないオプションツアー
（13時～14時　さくらファーム見学）  

● cafe の位置とアクセス（徳島県吉野川市山川町前川 212-6 さくら診療所駐車場北側） 

さくら cafe は徳島中部に位置し、徳島市内から西に約 30km。国道 192 号線沿いにあります。 

徳島空港から車で、約 1 時間 30 分～2 時間程度かかります。 

  

バスで約30分

JR徳島線で JR 徒歩

徒歩1分 約60分 阿波 約10分

山川駅
さくら
cafe

徳島あわおどり空港

JR徳島駅前

徳島道脇町IC

JR
徳島駅

車で約30分

飛行機

高速バス

鉄道

車
 

徳島空港 

さくらｃａｆｅ 


