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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 190号 
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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? 

このひと月も災害という言葉が何度も語られてしまいました。被災された方々に対して心からお

見舞い(お悔やみ)の思いを抱き続けたいと思います。 

台風 19 号は予想していたにもかかわらず「想定外」という言葉(あるいはイメージを持った)が多く

使われることとなりました。100 名以上の方が死亡もしくは行方不明といわれ(これも関連が明らかな

数として)、気象(台風)の傾向、河川管理のこと、災害対策(避難・救援)のこと等、様々な問題・課題

が繰り返し改めて明らかになりました。 

私たちの周辺でもその対応(備え)に疑問を抱かざるを得ない実際が在り、(大袈裟と言われるか

も知れませんが、あえて記してみます)現在の社会が個人の責任を強調し(過ぎ)個人(ひとりひとり)

の命を軽んじていくような流れに呑みこまれている様にも感じました。 

このことは今回の災害に関してのみではなく、現在行われている臨時国会等を観ていると居たた

まれない気分になってしまいます。溢れる情報、明らかにされない(伏せられた、あるいはねじ曲げ

られた)情報から真実をしっかり掴み、澱みある流れには抗い続けたいものです。 

あっという間の 11月。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  

☆ ご要望にお応えできない日々が続き申し訳ありません 

業務体制を整えることができずほんとに申し訳ありません。諦めずできる手立てを行っ

ていきます。ご理解及び(差し出がましいですが)ご協力もお願い致します。 

☆ 糸賀一雄記念賞受賞お祝いの会に参加しました 

11 月 2 日(土)に行われました糸賀一雄記念賞を受賞しました西宮市社会福祉協議会の

清水明彦さんのお祝い会に参加しました。おめでとうございます。 

☆ 伊丹市障害者自立支援協議会第３回地域生活支援拠点検討会に参加しました 

10月 28日(金)に行われました表記の会に参加しました。 

☆ 第 420 回国際人権規約連続学習会 車いす乗車拒否問題から考える現代の差別と「合理的

配慮」に参加しました  10月 25日(金)に一般社団法人部落解放・人権研究所主催の表記

の学習会に参加しました。 
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☆ 「赤ちゃん集まれ」の会を開催しました 

10月 22日(火・祝)にしぇあーど本体(こうのいけスペース)にて表記の会を開催しました。 

赤ちゃんたちを中心に 5組のご家族、総勢 17名とスタッフ(大勢)で「日頃困っていることや感じ

ていることをお茶を飲みながら話す機会を持ち親睦を深める」(開催目的から引用です)ことが

できました。参加いただいた皆さんありがとうございました。 

☆ 障害児通所支援事業所研修会 

10月 21 日(月)に県民会館で行われました表記の研修会にスタッフ大塚が参加しました。 

☆ 2019年度第 1回地域合同勉強会 小児の在宅呼吸リハビリ(排痰法) に参加しました 

10月 19日(土)に兵庫医大で行われました勉強会にスタッフ小川・北川が参加しました。 

☆ 現代(いま)いのちを問う 

10月 19 日(土)に臓器移植法を問い直す市民ネットワーク主催の表記の会に参加しまし

た。 https://blog.goo.ne.jp/abdnet/e/bdaa82faa0a7cc24a62bbc9da9ee99df 

☆ 2019年度障害福祉サービスセミナー 

10月 18日(金)に福祉医療機構主催の表記のセミナーにスタッフ廣瀬が参加しました。 

☆ 岩本直美さんのお話しをお聴きしました 

10月 16 日(水)のスタッフ全体会議において公益社団法人日本キリスト教海外医療協力

会からバングラディシュに派遣され「ラルシュ・マイメイシン(知的障害を持つ方々と

アシスタントが一緒に暮らすコミュニティ)」で活動されています岩本直美さんのお話

しをお聴きしました。ステキなお話しの内容をお聴きしたい方はお知らせください(ユ

ーチューブにアップしています)。 https://www.jocs.or.jp/active/worker/iwamoto 

☆ 生涯現役社会ワークショップひょうご 2019に参加しました 

10月 10 日(木)に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部主催の表記の

会にスタッフ廣瀬が参加しました。 

☆ しぇあーど飛行機倶楽部を開催しました 

10月 9日(水)～11日(金)に仙台空港と山形空港はじめ「八木山つどいの家(社会福祉法

人つどいの家)」や青葉城、石巻等を巡りました。 

http://www.kangaeyo-kai.net/bbs/img/img20191105095640.jpg 

☆ しぇあーど 9月の試算表  http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan191022_1.pdf 

☆ しぇあきっず 9月の報酬額等 http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan191012_1.pdf 

いんふぉめーしょん 

☆ 難病・小児慢性特定疾病地域共生ワーキンググループ(第 3回) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07614.html?fbclid=IwAR0lIB-ISK6FK4YSZVX

7hVU78SbF05du6sTrIDq5iTGUUPxR8s62MhqhBz8 

☆ 第 120回社会保障審議会医療保険部会資料  
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 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07615.html 

☆ 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年 10月 25日  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm?fbclid=IwAR1-HJJl

BjGG8A7W6UxjwQk5TlcJeorf556LVXdu0m9sCXh_oAu4t4zcWjU 

☆ 第 6回地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213332_00016.html?fbclid=IwAR3MOvHId

GoMw4iCmGt_SaNuykiWrYS2PG2s5yCDIibydTKLgOckOcKbhI4 

☆ 令和元年度生活困窮者自立支援制度ブロック会議説明資料 

https://www.mhlw.go.jp/content/000553258.pdf?fbclid=IwAR1IzpaPmxg6L-mT40L7

v-PUfnL-AP6pxfV42kwln_ds-iNWHpYx90fRi2k 

☆ 子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他

資質の向上策に関するワーキンググループ(第 1回)資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06702.html?fbclid=IwAR1Oij8ArLxrf53GS2cvb

u4Y31Qt4MwYF3R9R4SlBmoGVeVtwHxVmH2sg3s 

☆ 第 46回障害者政策委員会議事次第 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_46/index.html?fbclid=IwA

R3UHklf9ffEJZHy1oIf0m1M3MH3paIVv8CI5Z6wmG59N7vtHpV_zI1Qk9w 

☆ 社会保障審議会障害者部会(第 95回) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00013.html?fbclid=IwAR0mXOWfy

C3ZfBvY8cDqiIoWVOB0DJHrtiw2BIyIUkqPv4WSQtHlRmpwqZ8 

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 10回)ゲスト慎英弘さん 

日時:11月 27日(水)19:00～21:00(受付は 18:30から) 

場所:地域共生館「ふれぼの」 参加費:500円 懇親会参加費:1000円 

https://kokucheese.com/event/index/583092/?fbclid=IwAR20CzxQWgb0SI0pyFdQNq

uxQOMfFyUy_1ito3lGNAG0nEP3snKZJEUzTpw 

☆ たかいたかこ 「ふりかえり展」   http://tanemaki.lolipop.jp/schedule/entry-1342.html 

日時:11月 15日(金)～18日(月)  11:00～17:00(最終日 16:00まで) 

場所:Café,サルンポワク 2F ミカリギャラリー  

おすすめの本・ブログ・ホームページなどなど  

☆ 50年前の「育児書」今も支持される理由は News Up 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191101/k10012160041000.html?fbclid=IwAR3v

x1N6OA9YdrxtPmRCD_kuNCUk1hPQBc0aeL7jrI7S5DQxkTIKyIpSaZk 
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☆ 「彼女は、チェ・ゲバラよりすごい」－コスタリカの法律を変えた車いすの女性と日本人 

https://news.yahoo.co.jp/feature/1485?fbclid=IwAR096acrUnRwTOnaKWw9Rfmm8

_yN-YzlFbGSuFQwPBFX8s6Nxh9wbtlv2R4 

☆ 殺す親 殺される親 重い障害のある人の親の立場で考える尊厳死・意思決定・地域移行  

児玉真美【著】 定価 2,300円(税別)  生活書院 

https://seikatsushoin.com/books/%E6%AE%BA%E3%81%99%E8%A6%AA%E3%80%80%E6%AE

%BA%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%A6%AA/ 

☆ 「精神科担当医の診察態度」を患者・家族はどのように評価しているか –約 6,000 人の調査

結果とそれに基づく提言- 精神神経学雑誌第 120巻第 10号 

https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1200100868.pdf?fbclid=IwAR3WHOe_xU-sHg

SgS661060kEemGrRts_cukFLhC0hwX89leqR60m57ssFE 

☆ 低所得が「食」「育児」直撃-子どもの貧困の実相(上) 
https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00521/?fbclid=IwAR1Dv-Q5TQqfQL_TXRTAMLq

mraZhT5FX5QD472TAwx_5ITOYfLs_AFKOomc#.XbPwSQqDmaq.twitter%E2%80%AC 

☆ 424病院「統廃合」案公表の舞台裏 FEATURE 
https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00010/102400022/?fbclid=IwAR3j

E6AoDF1se1UVu6QMipZ1CJg6erJsYsHmioqfratUe4zccYM3KubL00s 

こうのいけスペース 12月のお休みは 11日(水)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 

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…☆報告・お知らせにも記しました「赤ちゃんあつまれ」の会では幾名かの赤ち

ゃんたちが集まってくれました。全ての子どもたち(もちろん私たち大人も)が少なくとも耐

え難い不安を抱かずに済む地域社会を創りたいものです(と言いつつ譲歩した発言をする自

らを憂います…安心して暮らせる、ですね、間違いなく)。☆同じく報告・お知らせに記し

ました岩本直美さんのお話し、おそらく多くの方が共感できるステキな内容であると思い

ます。動画(映像)をユーチューブ(インターネット上)に保存していますので、ぜひご視聴く

ださい。お知らせいただければ URL をお知らせいたします。☆臨時国会が始まった最中、

国会議員といわれる方々からの重なるトンデモ発言が飛び交うこの国の一員として、課せ

られる義務と果たす責任の意味がどんどん解らなくなるようです。惑わされず確かめるこ

とを大切にしたいと思います。     4 
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