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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 220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?。 

GW も過ぎ太陽の光をより強く感じる季節となりました。桜の美しさと同様に新緑の眩しさにも心

癒されます。歳を重ねるにつれて癒し（癒され）の感度が変わるのか（?）草花等が年々愛おしくなる

ようです（ビールは依然変わりなく…ですが）。只、恐らくそれは加齢や時のみによって齎されるもの

ではなく、この数年（特にコロナ騒動といわれる最中）に起こった出来事によるところも大き（過ぎ）い

なぁと思ったり。振り返る、確かめる、チェンジするコトを少しずつでも拡げて行きたいものです。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ NPO 法人地域生活を考えよーかい・有限会社しぇあーどの定期総会を開催します 

表記の総会を5月18日（水）15時から、しぇあホール（しぇあーど本部2階）で開催いたします。 

☆ しぇあーど 3 月の試算表 

http://ra-shared.com/content/uploads/kan220421_1.pdf 

☆ しぇあきっず 3 月の報酬額等 

http://ra-shared.com/content/uploads/kan220421_2.pdf 

☆ Café mozita の今月のオープンは 11 日（水）・12 日（木）・19 日（木）・20 日（金）、いずれも

14 時頃～19 時頃迄（営業時間は多少前後することが有ります） 

☆ Patisserie mozita がコモレビマルシェに出店いたします 

日時:5 月 29 日（日）10 時～15 時 場所:南清水須佐男神社（尼崎市南清水 16-12） 

チラシを同封しています。ご都合つく方はぜひお越しください。 

☆ Patisserie mozita では焼菓子等の販売（＆通販）を行っています。 

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 

お店（オンラインショップも）を開設しています。以下の SNS 等で情報発信しています。宜しくお

願いします。 
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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 9 回「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html 

☆ 財政制度分科会（令和 4 年 4 月 13 日開催）資料一覧 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-

of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html?fbclid=IwAR2VjSRZl8IV43oE0M

UIprjx0X3g60K7am6DyQdvAJOT-yuDsj8NY930OLo 

☆ 社会保障審議会障害者部会（第 128 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html?fbclid=IwAR1g0JMZyojXtV-

ZARzGz28KWr7V1X2XEuEbVwTzVi--s8Yj26vTk3nZ8Z0 

☆ 社会保障審議会障害者部会（第 127 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html?fbclid=IwAR2M-

hccext6a2x5klgQime26X7fO0tmRZljUWGxptzvtxWLuS-LB3_xDLg 

☆ 社会保障審議会障害者部会（第 126 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html 

☆ 令和 3 年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/r03.html?fbclid=IwAR1yJ

MDDIE9zAIGcRwZ46HYLUZaCCP7ye7ADWybzI3ZJOCq3zAkoFZighjw 

☆ 第 80 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の資料 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html 

おすすめ研修・イベントなど 

☆ JEJU マルシェ in 大阪コリアンタウン 

5 月 3 日（火）～6 月 5 日（日）  

https://m.visitjeju.net/jp/bbs/view?bbsid=NEWS_JP&postid=13370&menuId=DOM_00000172

7001000000&rlist=https%3A%2F%2Fwww.visitjeju.net%2Fjp%2Fbbs%2Flist%3Fbbsid%3DNEWS_J

P%26menuId%3DDOM_700000000010852%23# 

おすすめの本・映画・お店・ブログ・ホームページなどなど  

☆ モディリアーニ -愛と創作に捧げた 35 年-  

開催中～7 月 18 日（月）迄   大阪中之島美術館 

https://modi2022.jp/?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=yomisen 

☆ 視覚障碍者は何を見ているのだろうか（前） https://www.data-max.co.jp/article/47096 

視覚障碍者は何を見ているのだろうか（後） https://www.data-max.co.jp/article/47115 

☆ BELFAST べルファスト  https://belfast-movie.com/ 

☆ けやきや KEYAKIYA 芦屋にある餃子屋さんです。  https://ashi2.jp/10101/ 

☆ 津軽お化け珈琲 おうちで珈琲を味わいながら妖怪娯楽文化に触れてみよう! 

https://www.marugotoaomori.jp/blog/2021/08/23706.html 

（株）つがるねっと バナナの樹 さんで購入できます https://tugarunetto.thebase.in/ 

☆ こだわりのアップルパイ   

https://www.tomoichiba.jp/s_aomori1-c14-c25-c316-pm53.html 

☆ 本物の「シャブ漬け生娘」を治療してきた精神科医が、吉野家常務の発言と反応におぼえた

強い違和感  松本俊彦 

https://president.jp/articles/-/57016?page=1&fbclid=IwAR0UVeHLSP8C48hU8jh-

cLX_4UgfgQmuodkDqpDdaTOvQqei8iv_b_PN4Hw 

☆ 『帆花』國友勇吾監督×李国本修慈さんトーク開催しました! 本町映画館 

http://www.motoei.com/eventreport/honoka_event/?fbclid=IwAR3QWSffLg2cAE1uEQal4ggG

oR9NRS2CtyAy1Uv3czoGfqA7Mt0VUi1D6YE 

☆ ピアサポート交流会のつくり方 重症心身障害児・医療的ケア児（未就学児）のピア相談 

https://mikangumi.com/2022/03/07/1933/?fbclid=IwAR3CXs0wd7PUeYtfD-QoqHvnOUp9-

E9hz-46hXFmWQHht7aYBcdW5K8ZYGE 

☆ バンクシー＆ストリートアーティスト展 ～時代に抗う表現者の声よ響け 

開催中～6 月 12 日（日） 会場:佐川美術館 

https://www.sagawa-artmuseum.or.jp/plan/2022/01/post-125.html 
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☆ 家族にとってのグリーフケア -医療の現場から考える  

坂下ひろこ 編著 彩流社 1,800 円＋税 https://sairyusha.co.jp/978-4-7791-2567-6/  

こうのいけスペース 2022 年 6 月のお休みは 15 日（水）です  

何時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。 

編集後記…☆ひょんなこと（計画していた予定がキャンセルとなり）から先月（4 月）半ばに人生初

めての会津に行く機会を得ました。ステキな料理宿＝田事（たごと）さん https://www.tagoto-

aizu.com/ に泊めていただき、とっても美味しい郷土料理や会津の歴史、満開の桜、猪苗代湖や

磐梯山のステキさを体験させていただきました。まさに「験（けん）」…ためす、しらべる、確かめる…

ことのステキ（大切）さを実感しました。次回は裏磐梯辺りをじっくり歩いてみたいもんです。☆先月

末には 2 年越しの目的でした「弘前城のお花見」に「しぇあーど飛行機倶楽部」の部員（利用者さ

ん）3 名と 2 泊 3 日の日程で訪れてみました。なかなか（事前に満開）時期を合わせるのが難しく

「散り始め」の桜でしたが、流石（過ぎる程）の弘前城でした。もちろん俱楽部名にもあるように「青

森」「大館能代」「三沢」の 3 空港も堪能（?）してきました。何より現地で待ち受けて頂いた青森、弘

前、仙台（からも）のみなさんにお世話になりながら楽しい時間を過ごせました。☆4 月のスタッフ研

修では「グリーフケア」について坂下裕子さんにお話しいただきました。坂下さん編著の「家族にと

ってのグリーフケア」しぇあーどに数冊ありますので、ぜひ。☆Mozita（しぇあきっず 2 階のカフェ＆

焼菓子店）が先にも記しています「コモレビマルシェ」に出店する予定です。こちらも、ぜひ。☆餃

子好きの私（宇都宮や仙台にも行き付けのお店が有ります）にとって嬉しい餃子屋さんを紹介いた

だきました（上記の KEYAKIYA さん）。なかなかに美味しい（私が言うと信憑性が?ですが）幾種類

かの餃子と焼売も美味です。芦屋（のイカリスーパー近く）ということでなかなか足を運ぶ機会が無

さそうですが、お近くに行かれる（あるいは通過する）際にお立ち寄りを!。こじんまりとしたステキな

お店でした。☆大阪中之島美術館 https://nakka-art.jp/  いよいよこの春に開館!ということで行

ってみました（実は?美術館好きです）。ひと言「スゴイ建物」でした。ちょうど「モディリアーニ展（上

記の通り）」が開催中で、これまたおススメです。☆伊丹市でも差別解消法や医療的ケア児支援法

等を受けての「重度訪問介護利用者等大学修学支援事業」や「市立学校園等における医療的ケ

ア児支援事業」が開始（あるいはこれから開始）となりました。いずれの事業に私どもの法人「しぇあ

ーど」として関わっていくのですが、ひとつは「こういった法制度ができてきた経緯」、もひとつは「こ

ういった法制度が（幾つ）できても…」といったコトを関わる法人（事業所）や利用者のみでは無く、

一市民として「知り」「考えたい」ものです（これまた言うは易し、かつ成り難きコトですが）。「合理的

配慮」という言葉すら障害児・者の為に作られた言葉にも（近頃は特に）感じられます。「唯、人とし

ての配慮」が我々の暮らす（生きる）社会に存在しますように、と。☆そう思いますと上に記した元町

映画館さんの記事にある「カテゴライズする事への問題視」「もっとも大事なのは一緒に過ごした時

間の積み重ね」を、切に…。          4 
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