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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 217 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 080-5228-0092 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ん如何お過ごしでしょうか?。 

立春を過ぎても（例年そうですが）まだまだ寒い日が続きます。テレビやネットではオリンピックの

話題が観聴きされるようになった中、まだまだ新型（何時・何処までが「新」なんだろうか?と考えたり

もしますが…）コロナウイルス、オミクロン、感染者等といった言葉（ウイルスでは無く）が、まさに猛

威を振るっています。その「猛威」の中身も次々と明るみになってくるものの、なかなか「チェンジ」し

切れない国、街、社会、私たち、ですが、出来る限り「冷静」を保ちたいものです。 

それでも季節は変わりつつあり、そんな瞬間や、そんな流れも感じる時間を持ちたいものです。

と、季節の変わり目、みなさんが心身共を整えて行けますように願っています。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ しぇあーど 12 月の試算表 

http://ra-shared.com/content/uploads/kan220121_1.pdf 

☆ 障害のある人の暮らしを考える井戸端会議に参加させていただきました 

1 月 31 日（月）に web 開催されました表記の会議にゲスト参加させていただきました。 

☆ 児童学科の大学生さんへの講義を担当させていただきました 

1月 18 日（火）に美作大学生活科学部の表記学科の学生さんたちへの講義を担当させていた

だきました。 

☆ Cafe mozita の 2 月の営業日は以下の通りです 

17 日（木）・18 日（金）・21 日（火）・22 日（水） 時間はいずれの日も 14 時 30 分～18 時です 

オープン予定が変更になることもありまして（申し訳ありません）、お越し頂く際に連絡いただけ

るとありがたいです。席の予約、商品の取り置きも可能です。宜しくお願いいたします。 

☆ patisserie mozita（焼菓子の販売＆通販）を宜しくお願いいたします 

しぇあきっず 2 階のフリースペース「mozita」では不定期オープンのカフェと洋菓子・焼菓子の 
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お店（オンラインショップも）を開設しています。宜しくお願いします。 

 

オンラインショップ    minne                   BASE STORE 

https://minne.com/@mozita               https://mozita.thebase.in/ 

                      

いんふぉめーしょん 

☆ 第 5 回「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会」資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23625.html?fbclid=IwAR0CVYtM7nw-gED9hfqC8-

xCgoWEHZLnxerwd09w6-6oTeVchetuDNw04L8 

☆ 第 70 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html 

おすすめ研修・イベントなど 

☆ バングラディシュ・岩本直美ワーカー オンライン活動報告会「ちいさくされた人たちに導かれ

て」 2 月 18 日（金）14:00-15:00 3 月 5 日（土）14:00-15:00 3 月 17 日（木）18:30-19:30 

https://www.jocs.or.jp/news/18454.html?fbclid=IwAR3HkchNtANwvixQSXTSuO45XIe6JUD6

kB6GtM8VYoubUPvsVHaQ1HzVXWk 

☆ 【解説します】「障害者差別解消法」ってどんな法律?不当な差別的取り扱い、合理的配慮と

は?問題点など DPI 日本会議 

https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/advocacy/what-is-anti-discrimination-

laws/?fbclid=IwAR226Q3QM9e36Toh1y9L0XoZRHepYs1Ft56lRSuww8oMaUcvPRX90yLnQN0 

おすすめの本・映画・お店・ブログ・ホームページなどなど  

                                       2 

https://minne.com/@mozita
https://mozita.thebase.in/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23625.html?fbclid=IwAR0CVYtM7nw-gED9hfqC8-xCgoWEHZLnxerwd09w6-6oTeVchetuDNw04L8
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23625.html?fbclid=IwAR0CVYtM7nw-gED9hfqC8-xCgoWEHZLnxerwd09w6-6oTeVchetuDNw04L8
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
https://www.jocs.or.jp/news/18454.html?fbclid=IwAR3HkchNtANwvixQSXTSuO45XIe6JUD6kB6GtM8VYoubUPvsVHaQ1HzVXWk
https://www.jocs.or.jp/news/18454.html?fbclid=IwAR3HkchNtANwvixQSXTSuO45XIe6JUD6kB6GtM8VYoubUPvsVHaQ1HzVXWk
https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/advocacy/what-is-anti-discrimination-laws/?fbclid=IwAR226Q3QM9e36Toh1y9L0XoZRHepYs1Ft56lRSuww8oMaUcvPRX90yLnQN0
https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/advocacy/what-is-anti-discrimination-laws/?fbclid=IwAR226Q3QM9e36Toh1y9L0XoZRHepYs1Ft56lRSuww8oMaUcvPRX90yLnQN0


☆ リャド原画展 大室に讃えられた真の印象派 

2/10（木）⇒2/13（日）:神戸国際展示場   2/18（金）⇒2/20（日）:アクリエ姫路  

2/25（金）⇒2/27（日）:西神オリエンタルホテル 

https://artvivant-

llado.net/?fbclid=IwAR1y7i60VLqCEbLJYcPWlA4NWIky_C8z0ThVDExEpsnEml9u6TUPr74ecbk 

☆ 北風アウトサイダー  https://www.kitakaze-movie.com/ 

ここいらでは第七芸術劇場、神戸国際松竹、なんばパークスシネマ、京都みなみ会館で! 

☆ Coda（コーダ） あいのうた https://gaga.ne.jp/coda/ 

間違いなく（たぶん^^;）おススメです。 

☆ カーク・レイナート展 

2 月 10 日（木）～13 日（日） 神戸国際展示場   18 日（金）～20 日（日） アクリエ姫路 

https://artvivant-kirk.net/?twclid=11482170758226870272 

☆ 映画『帆花』  http://honoka-film.com/ 

☆ CIL との出会いで能力主義・学歴主義から解放され、親の知らない「私」が広がっていった 

https://wawon.org/interview/story/2258/ 

☆ 「友達」を記憶する、海馬の神経活動パターン ～なぜ自閉症は友達を記憶しずらいのか?～ 

https://www.u-

tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0207_00056.html?fbclid=IwAR2Ph1CAt6Rh4CuR9CK85TWYj9_5

NZGj12iA-Jdew_DrPiyd-x-e4-IQiD0 

☆ 医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック 岐阜県 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128726.html 

☆ 障害があるとわかって、この子を迎えた ～ダウン症～ NHK web 特集 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220128/k10013453911000.html 

☆ 社会の「最適解」 国民的議論を 森田洋之氏 

https://www.sankei.com/article/20220121-

ZHOCDXBY5JKZ5OHSBWSTRR3B6E/?fbclid=IwAR2qcJdRPql1vg0MZvTcqDscVWUvPZbrB

w9wTFiRxoZzAjt2gTqxOQW7Gd4 

☆ 約 100年も信じられてきた身体概念を修正 ～運動するときの「心の中の身体」は一つではな

い～ 東北大学 プレスリリース・研究成果  

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/01/press20220118-01-kokoro.html 

☆ 知的障がい者の一人暮らしをサポート。24 時間体制の介助「パーソナルアシスタンス」とは? 

https://suumo.jp/journal/2022/01/19/184550/?fbclid=IwAR0Wv3OS5kFxEYFYyrIo0SIA9Gr

m_VslWSqfCO2jZJSDV6jOdm8op_40VVo 

こうのいけスペース 2022 年 3 月のお休みは 16 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 
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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。 

編集後記…☆ひと月ほど前（1/11～13）に世界遺産である白川郷と奥飛騨の平湯温泉に行ってみ

ました。けっこうな寒波到来時期と重なったことも有り、物凄い雪を久しぶりに見ました。その量やふ

わふわ感（特に奥飛騨の新雪は超の文字が付く様で）はハンパなく、「凄いなー」と呟きながら、反

面、山（奥飛騨）に向かう道路は恐怖（慣れない雪道等で）でもありました。真面目に「変えれるんで

しょうか?」と地元の方に聞くと「ま～飛騨は、大抵のことで道路は止まりません」と。重ねて「凄いな

ー」と飛騨の方々に感服です。と、もの凄く大きな（カッコイイ、一度は運転してみたい）除雪車（大

雪時には夜を徹して稼働するそうです）にも深く感動しました。☆しぇあきっず（本部とは別棟）裏

（南側）のテラス横（西側）には小さな畑スペースが有るのですが、少しずつ花も増え、元気に咲い

ています。またテラス東側にはレモンの木を植えました。「しぇあレモン」と名付けています。本部玄

関前の花壇と共に、お越しの際にご覧いただければと思います。もちろん玄関前の巨大（になり過

ぎた）オリーブの木も必見（?）です。☆建物（本部）も 11 年経つといろんな歪が顕在化してくるので

すが、せんだっては「ガリガリ、ゴトゴト、ガタガタ」と唸りをあげる本部事務所入り口の扉を修繕（削

っただけなんですが）してみました。すると「スルッスルッ」。これが「スムーズ」と言うモノか!と感動す

るのと同時に、日頃からガタガタ、凸凹だらけな自らを改めて実感しました。☆ビールが主食の私で

すが、この数年は珈琲にも依存傾向があるようです（他人事のようですが）。以前にも web 購入して

みたり、お店に行ったりもしました、おススメな珈琲店:六珈さん https://rotsuko.exblog.jp/ お店

は阪急六甲駅南側、直ぐ（徒歩 3 分程）。オンラインショップもあり（私は専らこちらを利用）便利でと

ても美味しいです。 ☆色んな情報を偏った見方による発信が繰り返される中（けっこー世

の中見渡すといらっしゃるのですが）豊中市の保健所長さんは冷静なメッセージを残して

くれています。1/31 には「保健所長です。 オミクロン株については、季節性インフルエ

ンザと致死率が変わらない、とのデータが蓄積しつつあります。『コロナをどの程度恐れ

るべきか』の大きな転換点が近づいていると感じています。 保健所は引続き重症化リス

クのある方への支援に注力します。冷静な判断や行動をお願いします。」2/7 には「豊中市

内の皆さま、保健所長です。 12/10～2/6 に豊中市は 9,206 人の新規陽性者を確認し、4 人

の死亡報告を受けました。謹んでお悔やみ申し上げます。 4 人は全て高齢者施設の 80 歳

代から 90 歳代。 調査出来た 3 人は、『蘇生の希望なし』かつ『直接の死因はコロナでは

ない』が共通しています。」と。まさに、この所長さんの言葉をお借りすると「冷静な判

断や行動を」と思います（というか、願います）。思考が揺れ動くことは全然 OKです。

しかし、振り回されない様に、と、何よりも「偏らない」ように（これが気付き難かった

りします、かつ、それが偏見⇒差別⇒分断⇒下手すると抗争へと連鎖します…けして大袈

裟ではない、と思います）と繰り返し、願います。☆親しくして頂いてました近所の飲食

店の女将さん（と呼んだことは無いのですが）が亡くなられました。いろんな別れが辛い

季節です。                     4 
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