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　2009 年 4 月からソーシャルコート

の食堂運営を引き受けました。早いも

ので 1 年になります。食事数が少な

いため経営が心配でしたが、厨房会議

を重ねて、料理長を中心に厨房スタッ

フ全員で原価率や人件費を考えて乗り

切ってきました。

　食堂を引き受けて一番やりたかった

のは、安心安全の食材に切り替えるこ

と。今まで使っていた既存の食材から

徐々に生協都市生活の消費材に移行し

てきました。牛乳・卵・ヨーグルト・

とうふ・チキンハムなど定期登録品か

ら開始して、6月末より契約野菜を導

入。これが予想以上に難儀でした。虫

がいたり、見栄えが悪かったりと、厨

房スタッフを泣かせることが多々あり

ました。しかし、野菜の味は抜群です。

普段購入しないような野菜があり、厨

房スタッフで新しい料理にチャレンジ

しています。お茶は 4 月開始からわ

たらい茶の番茶を使用、夏はわたらい

茶ほうじ茶と JA 香川の麦茶。朝食の

パンは地元のパン屋さんにお願いして

毎朝配達してもらっています。

　魚は冷凍を使わず、料理長の目で確

かめて生のものを使用。毎週木曜は魚

のサバキ日で、この日は刺し身をお出

しすることができます。2月 22 日から

調味料も都市生活に変更しました。現

在都市生活率 75%です。みなさま一度

召し上がって下さいませ（要予約）。

節分会の様
子と大活躍
の鬼ふたり

 　2月 3日、とても肌寒い日でしたが、

ソーシャルコート神戸北の中庭にて入

居者様とひまわり保育園の園児達と寒

餅をつきました。この日はスタッフの

アイデアで、皆んなで餅つきを楽しん

でいる所に赤鬼・青鬼が登場し、「福

は内～鬼は外～」と豆まきが始まる

……という段取りではじまりました。

ところが、鬼が出た途端園児達は怖が

り、泣きながら豆をまく子、友達同士

で抱き合って離れない子、先生の後に

隠れて顔を見せない子等々で、豆まき

どころではなくなりました。そんな中、

勇敢な男の子が数名いて元気に「鬼は

外 !」と言い、鬼と真顔で戦っていま

した。

　ちょっぴり番狂わせもありました

が、数分後には子ども達も泣き止み、

豆をポリポリ……ほっといたしまし

た。そんな様子を入居者様は微笑まし

く見ておられました。

　その後、“ この鬼さんは誰でしょ

う !!!” と入居者様と「鬼当てクイズ」

をしました。結果は正解はやや低めで

したが、男性スタッフが金髪のかつら

を被り、ヒョウ柄のパンツ黒タイツと

いうスタイルで大奮闘でした。

　十分、楽しんでいただけたのではな

いかと自負いたしております。

（ソーシャルコート神戸北   時井秀子）

ソーシャルコート神戸北

「都市生活レストラン」

節分会
at ソーシャルコート神戸北

上から朝食 500 円（和食もあり）、昼ご飯 800
円、晩ご飯 1000円。内部の方は各100円引き。

サービス統括責任者 /理事長
佐々木京子
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　阪神・淡路大震災から 15 年の今年

1月 9 ～ 11 日の 3 日間、関西学院大

学の災害復興制度研究所が創立 5 年

を記念して、神戸と西宮でフォーラム

を開催しました。

　研究所のフォーラムや学会といって

も、学者ばかりの集まりではありませ

ん。マスコミ関係者や文化人、被災の

現場で奮闘した政治家、NPO やボラ

ンティア関係者、被災住民のリーダー

など、多彩な顔ぶれがそろいました。

　初日には、作家の高村薫さんが特別

講演を行い、続いてのインタビューと

ディスカッションでは、中越地震の時

に全村避難で有名になった新潟・山古

志村の当時の村長だった長島忠美さん

( 現・衆院議員 ) や前兵庫県知事の貝

原俊民さんらの政治家が、それぞれの

持ち味を生かした発表を行いました。

被災者生活再建支援法の成立に大きな

役割を果たした元衆院議員の中川智子

さん ( 現・宝塚市長 ) の飛び入り参加

というサプライズもありました。

　2日目は、フォーラムを合同で運営

関西学院大学災害復興制度研究所5年フォーラム
阪神・淡路大震災から 15年

介護無料相談＆ヘルパー募集中（2級以上）
介護無料相談　月～金・9:30 ～ 17:00

都市生活ヘルパーステーション
あしすと武庫之荘

06-6433-8487

介護無料相談　火・13：30 ～ 17：00

都市生活ヘルパーステーション
あ・し・す・と（垂水）

078-755-1455

INFORMATION
TCCと災害救援活動

　災害が起こったとき、お風呂に入れ

なかったり、身体を冷やしてしまった

りすることがあります。そんな時、足

湯がとっても効果的。今では傾聴ボラ

ンティアとしての役割も注目されてい

ます。阪神・淡路以降の様々な災害で、

被災者のケアの一環として、足湯ボラ

ンティアが活躍してきました。

　今回は救援活動の中で足湯が担って

きた役割をお聞きして、実際に足湯を

体験します。災害に限らず地域の高齢

者ケアなどでも有効な足湯です。みな

さまのご参加をお待ちしています !

◆講師 : 村井雅清さん

　被災地 NGO 恊働センター代表、

CODE 海外災害援助市民センター事務

局長。阪神・淡路以来 15 年に渡って

国内外の災害救援活動を続け、中越・

能登・佐用など、近年の災害では学生

たちと足湯隊に取り組んでいます。実

は元靴職人で、足への思い入れも人一

倍です。

◆とき :3 月 17 日 ( 水 )10:00 ～ 12:00
◆ところ :
都市生活コミュニティセンター会議室
◆参加費 : 無料 ◆定員 :20 名

◆お申込 : 電話でご連絡下さい
　　　TEL:0798-36-6679/ 担当 : 福田
◆主催 : 都市生活コミュニティセン

ター ◆協力 : きらり組合員活動委員会

した日本災害復興学会の総会が昼過ぎ

まで開催され、午後からは恒例の被災

地交流集会が開かれました。集会で

は、阪神・淡路大震災から現在までの

災害現場で苦闘してきた NPO やボラ

ンティア関係者、被災住民のリーダー

などが経験を語り合い、熱い議論を闘

わせました。

　3日目は公開研究会にあてられまし

た。今回の基調テーマは、まさに、「復

興とは何か」です。この節目の年に、

研究所の 5 年間の議論をまとめ、あ

らためて世の中に問題提起するという

意図から、今回「災害復興基本法」の

第一次試案が発表されました。興味の

ある方は同研究所のホームページを御

覧下さい。

　2月 28 日には、チリ沖の巨大地震

による津波が日本沿岸に到達しまし

た。同様の巨大地震となる東海・東南

海・南海地震は今世紀中に確実に来る

とされています。いわゆる防災だけで

なく、暮らし (= 被災後の生存権 ) を

いかに社会がささえるのか、知恵を集

め行動を積み重ねていく必要がまだま

だありそうです。

関西学院大学災害復興制度研究所 

http://www.fukkou.net/index.html

（TCC 理事・池田啓一）
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居宅介護支援
武庫之荘
垂水

21210864 月

2009 年度☆介護保険事業報告
●現在、「あ・し・す・と（垂水） 」「あしすと武庫之荘（尼

崎）」の 2つの事業所を拠点に都市生活組合員が中心と

なってヘルパー派遣事業、障害福祉サービス事業を行っ

ています。●武庫之荘では居宅介護支援事業 （ケアプラ

ン） も行っています。

　都市生活コミュニティセンター

（TCC）は、災害復興制度の、署名

運動や研究会に取り組んできまし

た。現在も学会や研究会への参加、

広報活動のサポートをしています。

足湯講習会


