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NPO法人地域生活を考えよーかい・有限会社しぇあーど通信 186号 

発行所:こうのいけスペース  住所〒664-0006 兵庫県伊丹市鴻池 5丁目 11番 27号 

tel・fax  072-785-7873 fax専用 072-771-1203  

発行人:李国本修慈 090-9711-1335 kunimoto@kangae-yo.com  s.ri-kuni@ezweb.ne.jp 

しぇあーど及び考えよーかい関係者みなさま、いかがお過ごしでしょうか? 

この辺りは遅かった梅雨入りでしたが九州南部では今年も雨による災害の情報が伝わってきまし

た。被害に遭われた方々へのお見舞いとこれからの時期及び時期に関わらずに起こり得る災害へ

の備えは整えておきたいものです。 

また、突如のお別れも時期に関わらず起こり、ご冥福をお祈りし思いを馳せるのと共に悔やみな

がらも改めて一日一日を大切にしたいと思います。 

私たちが暮らしていく(あるいは生きていく)中で様々な不安が在るのですが、そんな不安がじわ

じわと拡がっているようにも思えます。今月は第 25 回参議院議員通常選挙が行われます。7 月 21

日(日)に投票が予定されていますが、もちろん期日前投票も(既に)可能です。とにかく選挙へ!と七

夕に合わせて願ってみました。今月も宜しくお願いいたします。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ しぇあーど飛行機倶楽部を開催しました 

7月 7日(日)に表記の倶楽部活動を行いました。間近に迫る飛行機の迫力に圧倒されま

した。http://www.kangaeyo-kai.net/bbs/img/img20190709104522.jpg 

☆ 認定 NPO法人 NEXTEP さんにお邪魔しました http://www.nextep-k.com/ 

7月 5日(金)に表記の法人さんにお邪魔しました。とてもステキな法人さんです。 

http://www.kangaeyo-kai.net/bbs/img/img20190709103313.jpg 

☆ 福祉の就職総合フェア inHYOGOに参加しました 

6月 29日（土）に神戸国際展示場 3号館で行われました表記の会に参加しました。 

☆ しぇあーど 5月の試算表 http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan190626_1.pdf 

☆ しぇあきっず 5月の報酬額 

http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan190613_1.pdf 

☆ 神戸常磐大学教授岩越美恵さんがいらっしゃいました 

6 月 26 日(水)に表記の(と共に西宮市わかば園の園長でもある)岩越美恵先生がお越し

くださいました。 http://www.kangaeyo-kai.net/bbs/img/img20190709110404.jpg 

☆ NPO法人ひまわり事業団等のみなさんがいらっしゃいました http://www.scil.jp/ 
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6月 23日(日)に表記の NPO法人の方々等が見学にいらっしゃいました。 

http://www.kangaeyo-kai.net/bbs/img/img20190709105817.jpg 

☆ 尼崎総合医療センター医師等との懇親会を行いました 

6月 20日(木)に表記医師等としぇあーどスタッフとの懇親会を行いました。 

☆ リハビリ研修を行いました 

6 月 10 日(月)～13 日(木)にかけて西宮すなご医療福祉センターでの研修にスタッフ田

中が参加しました。 

☆ 伊丹市地域生活支援拠点検討会に参加しました 

6月 17日(月)に行われた表記の検討会に参加しました。 

いんふぉめーしょん 

☆ 第 45回障害者政策委員会議事次第  

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_45/index.html?fbclid=IwA

R1PiasAoPJJDIOLqaVHRyG7dUIUhGuBzdoIXfu9Cjm0KU5gW0tqBvs4oAI 

☆ 社会保障審議会障害者部会(第 94回) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00012.html 

☆ 平成 30年版 障害者白書 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/zenbun/siryo_02.html?fbcli

d=IwAR03qICz9lZXTsP3DCGURfbl6G_roxfdfHiUbsZnGMALoymmHjeQojdVbXQ 

☆ 難病の方へ向けた医療費助成制度について 難病対策 厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html?fbcli

d=IwAR1MrpMfBe_iQtT6EZ0lfnI7bvKIkucmxTRUaMft_TaoCDZja_9xSpDGcUM 

おすすめ研修・イベントなど 

☆ 定藤記念福祉研究会 連続研修会(第 9回) ゲスト 二文字理明さん 

日時:2019年 8月 21 日(水)19:00～21:00(受付 18:30～) 定員:先着 50名 

場所:西宮市社会福祉協議会 地域共生館「ふれぼの」2階ホール 参加費:500円 

https://kokucheese.com/event/index/571040/?fbclid=IwAR24ia0cu7XhJapdPcLJSbC

G7fkL6u60TYBPYqSC2YVj51YadD_7QEgjP1I 

☆ 誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2019 

日時:9月 14日(土)10:00～17:00(開場 9:30) 

場所:いたみホール 6階中ホール 参加費:無料 

http://www.kangaeyo-kai.net/info/info190426_1.pdf 

おすすめの本・ブログ・ホームページなどなど  
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☆ 映画『新聞記者』 https://calendar.google.com/calendar/r/customday?hl=ja&tab=wc 

この映画も強くおススメいたします。フィクションかつサスペンスである映画でありな

がら…です。MOVIX尼崎やシネリーブル梅田等で上映中です。 

☆ 日本自立生活センター(JCIL)が NHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」(2019年 6月 2日

放送)における幇助自殺報道の問題点についての声明を発表しました DPI日本会議 

http://dpi-japan.org/blog/demand/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%87%aa%e7%ab%8b%e7%94%9f%e

6%b4%bb%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88jcil%ef%bc%89%e3%81%8c

nhk-%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%80%8c%e5%bd%bc%e5%

a5%b3/?fbclid=IwAR2Fb1UNMKrfeL8FzhDeNxj0_PLdYUONEHvT3yQVIg-Kf2OHTc5-VRcp6Q0 

☆ 鯖江市代理投票用(支援カード)をご利用ください 鯖江市 

https://www.city.komae.tokyo.jp/sp/index.cfm/46,83588,360,2164,html?fbclid=IwAR

3EAQp9wcx603XtnYZgXtwMHv_VNgnb6b2xuUzKTlZtGVNXG62fPwxkMrw 

☆ 「ダルちゃんは自分だ」 引きこもりの人へ 47NEWS 

https://this.kiji.is/516450723175171169?c=39546741839462401&fbclid=IwAR2kI9zI

quVk2TP1Q-wvYkxGMB6PYN0TXCbGgSzGf0Hod3bNNbupUA2Q8P4 

☆ 住宅弱者を食い物に!「誰特」貧困ビジネス保護の実態 みわよしこ DIAMONDOonline 

https://diamond.jp/articles/-/207801?fbclid=IwAR3jsfLbQACi5bbbJ0hEt-IPhoTuYO

UXbyWueE7Om6Tcbn9tekJMHrNIxhI 

☆ 引きこもりクライシス どう救う 8050問題の孤立家庭 神戸新聞 NEXT 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190623-00000007-kobenext-soci&fbclid=IwAR

0oW5m681CVveANhPax58ManMYQP2nM5VlNIIfkIRTtvh_DMQDL2iaGJbU 

☆ ドイツの介護保険制度 ドイツ医療介護視察報告⑤ 

https://www.yushoukai.org/blog/germany4?fbclid=IwAR0U1gGJftlmWDPU1Gx3YQ

v2ecSennyA_qrzk0uwQFWI0qpGjay4OkqKsL8 

☆ 彼女は安楽死を選ぶしかなかったのか NHKスペシャルとふつうの難病生活 川口有美子 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65395?fbclid=IwAR1e368nAuXg6oMIoxyNrdaO

D5cMPs4jQlvXSNSNZ_0DyHUwZ9bVw0HtdE8 

おススメのお店 

☆ AnnBee KOKUBUNJI https://annbee-sweets.com/index.html 

かなり美味しい国分寺(東京ですが)のお菓子屋さん。東京に行く際には買って帰りたい

と思います。通販もされているようです。 

こうのいけスペース 8月のお休みは 21日(水)・31日(土)です  

いつも大変申し訳ありません。その他調整をお願いする日時がありますが、よろしくお 
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願いいたします。こうのいけスペースのクローズ日でも、「どうしても」というご依頼には

できるだけお応えしようと考えていますが、スタッフの休日調整などもあり、ご利用の調

整をお願いいたします。 

情報取得及び共有をすすめるために…多くの方が情報を知らされずにいることを実感します。パソ

コンや携帯電話等でインターネット通信が可能な方は、国本アドレス kunimoto@kangae-yo.com  

まで一度ご連絡（送信）いただければ、できる限りの旬の情報をお届けします。 

編集後記…☆相変わらず多くのご要望に応えられていないコトをお詫び申し上げます。☆

上映前から「おススメ」とお知らせさせていただいてました映画「主戦場」。全国的に言う

と小規模かつ少数の劇場での上映ですが反響も少なく無く(と言っても少ないのかもしれ

ません)大阪・十三の「第七藝術劇場」及び「シアターセブン」で延長上映となっています。

ぜひっ!。私は 2 度観ました。☆映画ネタが続きますが「新聞記者」も超おススメ!と言い

ますか、今、この時期に見ておくべき(と私は心底思います、ので封切と同時に観に行きま

した)映画であると思います。サスペンスと言うかホラーに近く稀なエンターテイメントか

とも。これもぜひっ!です。☆映画「新聞記者」を観た方は(観なくても)ぜひこちらもご覧

頂くと様々な映画の面白さや作る人々のステキさだとかを感じられます。 

https://bals.space/theater/6/?fbclid=IwAR2xJB3lSN_mr5xHCvY-xiQCPx_fD6k5VM9IM

2oY0qE7mBC2GkuAv7BYDhw☆語弊ありかも?ですが、災害の様な G20大阪サミットが終

了しました。詳細を知り尽くしている訳ではありませんが前後の動き、特に東アジアとい

いますか朝鮮半島に関わる情報等を見聞きしていると様々な思いが巡ります。そして私た

ちは…と考えたいものです。☆災害、冒頭にも記しましたが九州南部の豪雨による被害や

大きな地震、この時期、これからの時期のみに関わらず備えを繰り返し考え続けたいもの

です。☆前号でもお伝えしました様にこの数年、韓国のみなさんとの交流が続いています。

そんな中でやはり気付き感じるのは「必ずしも正確ではない情報」(もう少し明確に言うと

間違った情報)を私たちは受け取らされているということです。どんどんと溢れる情報の中

で、少なくとも客観的な事実は捉えられるようになりたいものです。と、それでも届かな

い情報が在ったりと…等も含めて考えていきたいものです。☆春の薔薇から紫陽花へと楽

しみも移り、ぼちぼち向日葵へ。そんな楽しみをじっくりと味わいたいものです。☆小児

慢性特定疾病対策の対象疾病一覧の最新版(7月 1日版)が出たようです。以下のリンクから。 

https://www.shouman.jp/assist/outline?fbclid=IwAR1AoJkofNqtJCYg2E3ZS4LeXn5HjR

9Y0fMCSnjpF8Sa8QaNLpv8-jLzjZ8☆様々な情報に触れたり多くの方々の実際の暮らし

に関わらせていただく中、実感としての不合理さや理不尽さはなかなか変わっていきませ

ん。そんな中、またも(変な言い方ですが)国政選挙が行われます。変えたいもの、変えねば

ならないことをみんなが考え示していきたいものです。実感として損なわれていく様々な

コト＝権利を当たり前のモノとしたいものです。繰り返し「とにかく選挙へ!」と多くの方

に期待したいと思います。 
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https://www.shouman.jp/assist/outline?fbclid=IwAR1AoJkofNqtJCYg2E3ZS4LeXn5HjR9Y0fMCSnjpF8Sa8QaNLpv8-jLzjZ8
https://www.shouman.jp/assist/outline?fbclid=IwAR1AoJkofNqtJCYg2E3ZS4LeXn5HjR9Y0fMCSnjpF8Sa8QaNLpv8-jLzjZ8

