
しぇあメール・196号   2 020/5/10 

しぇあメール(バックナンバーも)は以下のアドレスからもご覧になれます 

http://www.kangaeyo-kai.net/index.html    http://ra-shared.com/ 

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 196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  leesuja@au.com 

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?。 

パンデミックによる非常事態宣言が延長される中、大規模（地球規模の）な感染症あるいは伝染

病は肺炎等にみられる身体的な症状のみならず、心の状態に大きく影響を及ぼすものであること

（想定していた通り、あるいはそれ以上に）を身近でも感じることとなりました。 

これまでに経験したことのない日々を過ごす中、様々な葛藤（例えば「不要不急」と「福祉」という

言葉の関連性等が語られるようになったり…そもそも不要な福祉なんて有り様がないと思うのです

が）があるのですが、誰もが無理をし過ぎず、頑張りを重ね過ぎることのない暮らしを継続していけ

ること、今後も自粛が続く中、みなさんが少しでも楽しく過ごせることを願っています。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ 新型コロナウィルス感染に対する緊急事態宣言等に伴うサービス利用・提供について 

5 月 4 日（月）に緊急事態宣言が 5 月末まで延長されることとなりました。私たちの暮らす兵庫

県も特定警戒都道府県と位置付けられた状況が続きます。先月のお知らせと同様に一時的に

サービス利用を控えても大丈夫な方はお申し出ください。宜しくお願いいたします。 

☆ 法人の定期総会を Web 上で開催いたします 

表記の会を 5 月 20 日（水）14 時～、Web 上にて開催いたします。参加いただける方は国本ま

でお知らせください。参加に関する詳細等をお伝えいたします。 

☆ しぇあーど 3 月の試算表  

http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan200418_1.pdf 

☆ しぇあきっず 3 月の報酬額等  

   http://ra-shared.com/content/uploads/kan200414_1.pdf 

いんふぉめーしょん 

☆ 新型コロナウイルス感染予防対策 アクションリスト（在宅版） 

https://note.com/covid_19_kickout/n/n570d224e4286 

☆ 小児の新型コロナウィルス感染症に対する医療提供体制に関する見解～入院や付き添いの

考え方も含めて～ 日本小児科学会 
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http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=114 

☆ 訪問看護事業所向け対応ガイド（2020 年 5 月 1 日更新） 

https://covid19hc.info/hvnguide/?fbclid=IwAR2wKyg--LA2jszw9KQILFiBlTFA5_Pn

SY_0UfQAeqVB1S9nO92lgP1lu3g 

☆ 新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html?fbclid=IwAR3b1XA8d5hRsSDGP7t36m

x9MyltUL1lMBK9LPbhNJGrtE6A9IXZ-oUJ-fY#90 

☆ 新型コロナウィルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要項 国立感染症研究所 感

染症疫学センター 令和 2 年 4 月 20 日版 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf 

 

おすすめ研修・イベントなど 

☆ 信州大学子どものこころ診療部セミナー2020 重度知的障害を伴うASDの医療 特に強度行

動障害に関して web での動画配信  日時:5月 16日（土）10:00～12:00 参加費:無料 

講師:吉川徹先生 愛知県医療療育総合センター子どものこころ科（児童精神科） 

https://www.dropbox.com/s/1afw4hbedc4gik5/%E5%90%89%E5%B7%9D%E5%85%8

8%E7%94%9F%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC.pdf?dl=0 

おすすめの本・映画・お店・ブログ・ホームページなどなど  

☆ コロナウイルスと心理学 オープン・アウェネス・ダイアローグ 溝口あゆか公式ブログ 

https://ayukablog.wordpress.com/2020/05/05/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a

%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%a8%e5%bf%83%e7%90

%86%e5%ad%a6/?fbclid=IwAR0JY-i8BgTZLpchvTx7SwT5r8F0nK8Xd1ZJ8YWgSAq

4-wtsTTgnOIBCt8o&blogsub=confirming#subscribe-blog 

☆ 新型コロナウイルス感染をのりこえるための説明書 働く人々編 玉井道裕 

https://drive.google.com/file/d/1rQkspAtGFwojdkwE8Vy8BUnB8xK_E4WV/view?fbclid=

IwAR0EUmrj1muJq7e_GnQsOnlLFokxKsIdoA4gBPxso1Vwr-LPCQFwHXM2V-E 

☆ 重い病気のきょうだいを持つ甘えっこ女子のさみしさ「第 76 回 君はエライ!」 

https://yomitai.jp/series/tour-nurse/76-siblings/?fbclid=IwAR1rG1uQonYR4PJCGU7

9cyxgcD8MaZgnVcPKqEYRxnHhqta7h_A8DgQG8yY 

☆ 風のたより～病弱教育の視点がコロナによるこの状況にお役に立てるかも～その 1-1『はじめ

まして』 NPO 法人 YourSchool 

https://www.youtube.com/watch?v=ndP0lIrhg8k&feature=youtu.be 

☆ There Will be ‘back to normal’ とみたの大耳・小耳（改） 
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http://totutotu.seesaa.net/article/474842296.html?fbclid=IwAR2hN2JUiYXGhDC0h

G-KW7E4ezmd1K3gkTNS1_yjvFRzom2APlmBtqNNqlE 

☆ 現状分析と展望 2020-04-28 mardi 内田樹の研究室 

http://blog.tatsuru.com/2020/04/28_0932.html 

☆ 藤原辰史:パンデミックを生きる指針—歴史研究のアプローチ 

https://www.iwanamishinsho80.com/post/pandemic?fbclid=IwAR3SE9zhgweXXZFk

3LBKtMFE6wShvXbuCtmtZeka9fo-IgcOe0sRTYxbLec 

☆ 隣組と攻撃性 2020-04-27 lundi 内田樹の研究室 

http://blog.tatsuru.com/2020/04/27_1819.html?fbclid=IwAR2-_t9q1sgIVjGBy-ObQW

fyz7j_Y80lpzYXEvvDPqGJU6U-s9KbPJqdRLE 

☆ 新型コロナウィルスの NOW! 2020 年 4 月 26 日 公立陶生病院 感染症内科 武藤義和 

https://drive.google.com/file/d/1bZ1Del13I_z1reNz0eCIkQfZFNuMXO14/view?fbclid

=IwAR1ivMhfSr4aGTSKNVW1spPVJ70JhLGl3Fb_TEYwbZHl_BsW22qrOUTn_v0 

☆ たれも無理をしないこと、正しくおそれること（代表コラム） NPO 法人そら 

http://npo-sora.com/2020/04/26/column/ 

☆ 緊急事態宣言、現時点での効果をどう見るか?「ここが我慢のしどころです」 BuzzFeed 

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-okabe-5?utm_source=dynamic

&utm_campaign=bfsharetwitter&fbclid=IwAR1sdYxLJbdA1OgUC-2gPkYD0LHR-g

_U7QhhKoYsXgKnYS5thselCSOuPos 

☆ コロナ後の世界 2020-004-22 mercredi 内田樹の研究室 

http://blog.tatsuru.com/2020/04/22_1114.html 

☆ 【4 月 22 日は地球の日（アースデイ）】新型コロナ対策で地球環境が改善? 

https://weathernews.jp/s/topics/202004/210195/?fbclid=IwAR1TWXvhn44fOTRFV0

ZzcRvJEw8sJsG0IfEOTlwb4hSUBd7KvTabHZq6h-E 

☆ 【日本赤十字社】「ウィルスの次にやってくるもの」 

https://www.youtube.com/watch?v=rbNuikVDrN4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1

Mt4pKwhtwdh8tKoAMgnab9zqQLOrVwiZS4zxU1UDPvfBY5EuXn8cq1iM 

☆ コロナ夜に 五十嵐正人  私も敬愛いたします柏市(千葉県)「ばおばぶ」五十嵐さんの小説で

す。何作も続いています。 

https://coronanoyoru.seesaa.net/?fbclid=IwAR32pcSZhM640WM9-pg11x-e7u7dthoy

D2W1MTk3rftifoRK3EbaYh_2l0Y 

☆ 新型コロナ感染拡大とケアラーに関する緊急アンケート（速報） 一般社団法人ケアラー連盟 

https://drive.google.com/file/d/1Z6vGVjfTIXSse1okEs1rtYqiaNNFmeyH/view 

☆ 「ケアラーのバトン」緊急引継ぎシート（2020 年 4 月 16 日） 
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https://carersjapan.jimdofree.com/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83

%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E9%96%A2%E9%80%A3/?fbclid=IwA

R39gW7cFg2ZSJlZudYlMAEaWZAMeWh9sfCkdns8y9F7q4ah253EzrpEor4 

こうのいけスペース 2020年 6月のお休みは 17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…☆感染症を恐れること、自宅に閉じ籠らざるを得なくなったこと、いずれも今

に始まったことではないという方々が私たちの周囲には沢山いらっしゃいます。☆また、

様々な事情により親子（あるいは家族）で長時間自宅に閉じ籠ることが難しい方々もいら

っしゃいます。☆そういったこと（多様性だとか）がこれまでどの程度問われてきたのか?

だとか、今後、多くの方々が思っていた「あたりまえの日常」がどのように問われて（問

い直されて）いくのでしょうか。☆「ニューノーマル」…新たに聞く言葉が伝わってきま

した。これまでは「ノーマル」という言葉（その意味は正常・標準・普通等として）に対

してある意味抗ってきた（その真の意味だとか、そこに全てが含まれるのか?だとか）ので

すが、今回のパンデミックによって変わる新たな「ノーマル」。その中にこれまで「社会的

距離（ソーシャルディスタンス等といわれる）」を取ら（さ）れていた方々の位置付けには

変化があるのでしょうか?等とも思ってしまいます。☆せんだっては私どもとの関りも長か

った Y さんが他界されました。まさに「ステイ・ホーム」の達人であった彼の生き様や、

例えば「引き籠り」や「不登校」（という言葉が既にマイナスイメージになっているような

空気がありますが）も、その在り方に依って（依らなくても）素晴らしい暮らし方（生き

方）と共感されていくことになるのでしょうか?。☆新型コロナウィルス感染症の治療に奮

闘するイギリス南部のサウサンプトン総合病院にバンクシーさんによる新作が登場したと

の報道がありました→ https://www.bbc.com/japanese/52568993 その描写は尽力され

る医療従事者を励ます（子どもがスパイダーマンやバットマンの人形を傍ら＝ゴミ箱に捨

て、Ns の人形をスーパーマンの如く掲げている）ように見える（実際に添えられたメモに

もそのように書かれていたようです）のですが、また違う視点（風刺等ともいわれる）も

感じられたり。☆私ども法人建物の玄関に立つオリーブの木もどんどん成長し、正に見上

げる高さ（大きさ）になっています。☆しぇあーどでもオンライン会議とやらを活用（?）

しています。ステイ・ホームが続く中（だけでなくこの先々も）多くの方が活用できれば

と思います。                      4 
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