
しぇあメール・224 号   2022/9/10 

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 224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?。 

今年も大雨や台風（この記事を書いている最中に台風 11 号は北上しています）による災害が続

きます。もう少し視野を拡げると世界中では様々な災い＝禍が起こり続けています。9 月 1 日は「防

災の日」ということで 99 年前に起こった出来事（震災という禍のみでは無く）を顧（省）みて、今も在

る、あるいは在り続ける・（新たに）起こり続ける様々な「禍」を断ち切りたい、断ち切り続けたいと願

います。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  

☆ 「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム」は 9 月 18 日（日）に開催致します 

http://ra-shared.com/infomation/info220717_1 

今年のメインは映画【帆花】の上映会です。國友勇吾監督のお話し等を企画しています。 

映画【帆花】のサイト http://honoka-film.com/ 

☆ しぇあーど 7 月の試算表 http://ra-shared.com/content/uploads/kan220823_1.pdf 

☆ しぇあきっず 7 月の報酬額等 http://ra-shared.com/content/uploads/kan220810_1.pdf 

☆ Café mozita の今月（9 月）のオープン日は、10 日（土）・12 日（月）・23 日（金）・26 日（月）・

27 日（火）の予定です   

9 月のオープン日は上記の日時で時間は 14:00～19:00 の予定です。予定変更等がある際に

は以下のライン（QR コードを読み取りいただき、お友だちになっていただく）からお知らせいた

します。ラインの操作等、ご不明点ありましたら、お問い合わせください。 

☆ 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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Twitter                             BASE STORE 

https://twitter.com/pmozita              https://mozita.thebase.in/ 

                      

いんふぉめーしょん 

☆ 令和 5 年度予算概算要求の概要 厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/ 

☆ 厚生労働省リーフレット「生活を支える為の支援のご案内」等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html?fbclid=IwAR0HuQMaTLGJoPytugBS5kkl6a

ySM2Th0IZvmwCY8xFarvwImgGOexj3s30 

☆ 「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」の報告書について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20442.html?fbclid=IwAR3TuhGerptOkHWjLeHqR1o731

Zy7bkT5Riul24jNXQXmqC5zG1UZpHh6Hg 

☆ 障害者政策委員会 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html 

☆ 社会保障審議会障害者部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html 

☆ 厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html 

☆ コロナワクチン副反応データベース検索  https://covid-vaccine.jp/ 

☆ 第 81 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 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html 

おすすめ研修・イベントなど 
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☆ 9 月 20 日（火）障害者権利条約 第 1 回建設的対話報告会 日本の審査と総括所見（勧告）

を受けた今後の条約実施に向けて 

日時:9 月 20 日（火）13:00～16:30 開催方法:ZoomWebinar 参加費:無料 

https://www.dpi-japan.org/blog/events/0920-jdf-crpd-1st-

report/?fbclid=IwAR1RjMpmg7wGOBPWu1xFF_0_BYawC4axZ1bbiCtnD8SFxF3aYVkGXMmKm5Y 

☆ 展覧会 岡本太郎  https://taro2022.jp/ 

日時:開催中～10 月 2 日（日）（月曜日が休館日・但し 9 月 19 日は除く） 10:00～18:00 

会場:大阪中之島美術館 4 階展示室 

おすすめの本・映画・お店・ブログ・ホームページなどなど  

☆ 実態調査で判明「筋ジス病棟」の看過できない現状 

https://toyokeizai.net/articles/-/613518 

☆ ［緊急寄稿］COVID-19 は空気感染対策に注力を（向野賢治 ほか） Web 医事新報 

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=19893 

☆ 小児神経専門医が警鐘、問題生む「不登校＝起立性障害」という誤解 加藤善一郎「背景に

中学校の『かくれ校則』も」 

https://toyokeizai.net/articles/-/613217?fbclid=IwAR1ccu8c1d0g-Ufjfww2kyR6t6tudbduc-

tebuBGrIJIyeDJ7TUCUocA6Mg 

☆ 関東大震災朝鮮人虐殺事件から 99 年目-僕たちは差別を止める側、弱者を助ける側に回れ

るのか? 

https://www.gqjapan.jp/culture/article/20220901-great-kanto-earthquake-massacre 

☆ 関東大震災から 99 年、9 月 1 日に寄せて 安田菜津紀 

https://d4p.world/news/18319/?fbclid=IwAR1uBZ3sNslLiplXdJfb2TV3y5ag1gUB7Zzi1v8jqhs

nxlt6pnDw4ecqMbQ 

☆ 斎藤幸平氏「人権軽視の日本人は、そのツケを払うことになる」 

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00489/082300004/?n_cid=nbponb_fbbn&fbclid=IwA

R1JKdkYTt6BDospjqakHt5qdcj3K7JT5JPOavEdqEGA1TSgXtmNLG5ILaY 

☆ 障害者権利条約 初の対日審査（建設的対話）が終了しました。積極的な障害者施策の改善

を強く期待します  DPI 日本会議 

https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/crpd/crpd-examination-

end/?fbclid=IwAR0WAd1SGPmLc3lflQLVVbm5wYzFcrPVZUkMYY4HrkvzkcA68l6WdI2kcgI 

☆ 代表談話 障害者権利条約 初の日本審査を終えて  日本障害者協会 

https://www.jdnet.gr.jp/opinion/2022/220826.html?fbclid=IwAR0RlPUkQ9yABiFvUQe--

rwUCL4zpKgBnawN2BmI6_iUxnlmnOpaEwbWzV8 

☆ 十代を生き延びる 第 6 回 差別があるままに他者と交わる世界に生きている 
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https://www.webchikuma.jp/articles/-/2521 

☆ 国連障害者権利条約 初回対日審査 in ジュネーブ振り返り でーそ日記 

http://voyvoysody.dreamlog.jp/archives/5433348.html?fbclid=IwAR3U7C0C-

mdh_cgdeMQkJYg4yD3Oe-CpXanoQBwy4y33VBWCDjb_8zjo0pw 

☆ コロナ「空気感染」への対応から見る「感染症ムラ」の問題～上昌広氏に聞く 

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022080200007.html?s=09 

☆ 第 2 回「障害児通所支援に関する検討会（オンライン開催）」資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27604.html 

☆ 彼を復習に走らせた「社会正義の機能不全」  原 昌平 

https://note.com/hara4142/n/n2b9a36f1498e?fbclid=IwAR0xB4fQ2-xwlSc4OFv-

9SKtGW5jwoLtyRUxqSQw52ZiSiD1ujOgw2nOFic 

☆ 上半身裸の騎馬戦という「地獄」に苦しんだ僕は、教師になった OTEMOTO 

https://o-temoto.com/akiko-

kobayashi/toshikihoshino2/?fbclid=IwAR2epevgpBxVwbKL1RI9JtmEGZkv8gP8rEEk2BIlZh9KdAMfYT5lujR468o 

☆ ワクチン後遺症 ファイザー社の有害事象報告書と国内の症例報告  サンテレビ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/123d4b0a5915fea38c2519890635c206bfb6a6fd?s=09 

☆ ボクストンガ（福順都家）ソンマッコリ http://www.boksoonjapan.com/#home1 

☆ 重度障害児や家族のために診療所を開いた医師の思い（熊本） 

https://www.youtube.com/watch?v=Szn3qTCHtZ8 

こうのいけスペース 2022 年 10 月のお休みは 19 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…☆先月（8 月）は私たちの活動拠点の在る伊丹市の障害者地域自立支援協議会の

「こども検討会」がありました。とっても重要な会です。昨年は「医療滝ケア児等支援法」が成立し、

つい先だっては国連で障害者権利条約における対日審査が行われました。子どもたちのコト、ど

れ程までに「自分たちごと」として考え（るのみではなく）ていけるのか…。各地域の力（優しさ、かな）

が問われるのかとも思います。☆コロナ騒動の最中（何時まで続くのか…ですが）私も例に洩れず

「超」が付きそうな程の運動不足に陥ってまして、ちょこちょことジョギング（なかなか 10km 以上走る

ことができません）をしたり訪問の際にはできるだけ徒歩で…等を心掛けています。が、体力の衰え

は凄まじく…。それでも動く（移動）ことの大切さを実感します。☆そんなこともあって（無くても落ち

着きが無いのですが）せんだっては所謂「弾丸」とやら（前日の夜に出てその日の夜に戻って来る）

で鶴見岳（大分県）に登ってみました（殆ど ropeway ですが…）。☆普通＝自由と考える際に、その

同意語は移動（＝動く…もちろん自らの力のみではなく、いゃ周りを動かす力こそ、ですね）するこ

とだなぁと…。出かけましょう。        4 
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