
しぇあメール・225 号   2022/10/10 

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 225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?。 

時が過ぎるのは（やはり、と言いますか…）早いもので、来年のカレンダーを既に頂いたりと、今

年度も半分が過ぎ去りました。この時期に限らず何時何処で起こるかも知れない災害に備え（怯え、

でもあります）つつ、この数年を振り返ると（やはり）社会による災い（禍）が我々を含む多くの人々の

心身（特に心、でしょうか…）を蝕んで（今も蝕み続けて）きたように思えてなりません。 

せんだって（9月 9日）には国連障害者権利委員会から日本政府への総括所見（勧告）が出され

ました。私たちの極身近にも「権利（希望・自由）」が叶わないという実態が今も在り（続け）ます。 

この時期、各地から紅葉の便りが届き始める中、心地よい場面を楽しみたいものです。「普通

（normal）＝自由」であると信じたいものです。自由に移動し自由に心動かし季節を感じましょう。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ しぇあーど 8 月の試算表  http://ra-shared.com/content/uploads/kan220929_1.pdf 

☆ しぇあきっず 8 月の報酬額等  http://ra-shared.com/content/uploads/kan220914_1.pdf 

☆ 誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2022 が開催されました 

表記のフォーラムが 9 月 18 日（日）に無事に開催できました。ありがとうございました! 

☆ Café mozita の今月（10 月）のオープン日は、20 日（木）・21 日（金）・27 日（木）・28 日（金）

の予定です   

10 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 
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お願いします。 

 

Twitter                             BASE STORE 

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

                      

いんふぉめーしょん 

☆ 令和 4 年版 厚生労働白書 -社会保障を支える人材の確保- 

https://www.facebook.com/ 

☆ 佐野栄紀特任教授らの研究チームの論文が「Journal of Cutaneous Immunology and Allergy」

に掲載されました 高知大学  http://www.kochi-u.ac.jp/information/2022090500015/ 

☆ 令和 4 年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000019801_00005.html?fbclid=IwAR3j3Dn

VlX5WciWDPNQDC5G1R2iqc8p8m5wNDlBNQmoMZ9rRWQ2NTAdq_HE 

☆ 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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☆ ゲルハルト・リヒター展 https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/gr_2022-23/ 

日時:10 月 15 日（土）～2023 年 1 月 29 日（日）  会場:豊田市美術館 

おすすめの本・映画・お店・ブログ・ホームページなどなど  

☆ 日本の総死亡数激増はワクチン接種増と相関している  森田洋之 

https://note.com/hiroyukimorita/n/ne9e8a36ffe4a?fbclid=IwAR1EH5J_zcQZw2fLrzIPssrIMxHLbH

8S_zQE4fqMcua8ttE2tr8y6mkmWBY 

☆ 第 70 回障害者政策委員会 議事次第 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_70/index.html 

☆ 「障害者関連法案の審議」について厚生労働大臣に要望書を提出しました DPI 日本会議 

https://www.dpi-japan.org/blog/demand/minister-of-health-labour-and-

welfare0926/?fbclid=IwAR22F8XiM97VURS1p4oulyy18HMp4L5un0Ee28CBZ6D96njQRzbIxxDbWyk 

☆ 意見表明 旧優生保護法裁判 大阪地裁・請求棄却判決に関する会長談話 兵庫県弁護士会 

https://www.hyogoben.or.jp/news/iken/14268/?fbclid=IwAR08_R_7Cy3RmTXVCFP6Oi7Uxw

LYsLljSykHQjRPdowJaBEcuONr9kjbxC8 

☆ 藤井克徳×宮台真司×迫田朋子:日本の障害者施策は世界基準とどこがずれているのか【ダ

イジェスト】   https://www.youtube.com/watch?v=8pB9STFefyQ 

☆ 人はコロナの後の夢を見るのか?  荒川央 

https://note.com/hiroshi_arakawa/n/nde8dc3b30e85 

☆ EcR 及びむ ACE2 陽性細胞を使用した、抗 SARS-CoV-2 治療用抗体および RNA ワクチン抗

血清における抗体依存性の感染増強の再評価  SPRINGER NATURE 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-19993-w?s=09 

☆ ケイコ目を澄ませて  https://happinet-phantom.com/keiko-movie/ 

ここいらでは 12/16～シネ・リーブル梅田等で上映が始まるようです。 

☆ 障害者からも LGBTQ からも孤立して 当事者の語りプロジェクト 

https://wawon.org/interview/story/2823/?fbclid=IwAR1FnbVxuKxxs8MNg-

girz_m8ZYbXhQNTDS-NpFlOQ1lOmadhkFYBaoPtoQ 

☆ 声明 国連総括所見（勧告）を障害者政策の根本改革の契機に JD 日本障害者協議会 

https://www.jdnet.gr.jp/opinion/2022/220914.html?fbclid=IwAR3GOwOIekx5a52NSTouhF6j

oGkK65unH13S8SKpHDbJuibSXmd4JuH53xk 

☆ 差別は「思いやり」ではなく「制度」で解決すべきである 神谷悠一×森山至貴 

https://shinsho-

plus.shueisha.co.jp/interview/%e3%80%90%e5%af%be%e8%ab%87%e3%80%91%e7%a5%9e%e8%b0%b

7%e6%82%a0%e4%b8%80x%e6%a3%ae%e5%b1%b1%e8%87%b3%e8%b2%b4/21034 

☆ 国連障害者権利条約対日審査-障害のある女性たちの人権状況は? 川合千那末 
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https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2022/09/-

dpi.html?fbclid=IwAR3QaQ9OH73PC7Y871Rej9lpIyzCbrCDEQzIxVNvcN5cVkTyixH6VP-

2GM8 

☆ 障害者権利委員会から日本政府へ勧告（総括所見）が出されました!～90 項目以上改善する

ように勧告されています～ 

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

japan/?fbclid=IwAR1IGkSzCUNdnNH6xzWNH9xzr6bXc5Besw3TB5cKHy7j58Ukwra6n0HpsEs 

☆ 世界と逆行する日本の障害者事情 行き来ができる社会へ 「分離教育」と「隔離生活」を考

える  Kaien 

https://corp.kaien-lab.com/staffblog/convention-

2?fbclid=IwAR3XsXCiU2cWLNLZpsZsGU2KOKTd2XYRNLpB6c-_sOuNH91yj1YoLqODDKI 

☆ 国連が日本政府に勧告「障害にある子どもにインクルーシブ教育の権利を」 野口晃菜 

https://news.yahoo.co.jp/byline/noguchiakina/20220910-

00314466?fbclid=IwAR35Jf_FGCL9O9t3P0qdYcGNZXYoLZm_eKnkiFfjlGXrvwAJqEQkmZ-3RjY 

☆ 【情報提供】障害者権利条約 総括所見公表されました（速報） 

https://porque.tokyo/2022/09/09/crpd-

2/?fbclid=IwAR32fspKu6L4SvvG3vj7v24AGFQ7ozJLWPAUKO2qtebl9MwqQ_76Df2cm9A 

☆ 国連・障害者権利委員会による日本への勧告抄訳（子ども/教育関連） 平野祐二 

https://note.com/childrights/n/nb0e22de32b1c 

☆ 国連障害者権利委員会の調査結果 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-disability-rights-committee-

publishes-findings-bangladesh-china-indonesia 

☆ Scirocco gelato（シロッコ ジェラート）  https://www.instagram.com/scirocco.gelato/ 

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

☆ 東北有志医師の会 https://tohokuishi.localinfo.jp/?s=09 

こうのいけスペース 2022 年 11 月のお休みは 16 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…☆ほんとに色々あるなー、な感じの中、やはりこの間（ひと月ほど）

は国連での障害者権利条約に関する日本との建設的対話（対日審査）が実施され、障害者権利

委員会から日本政府への総括所見（勧告）が出されたコトが大きな出来事で、私の周辺でもその話

題で持ち切り…となっていない現実に（けっこう、いぇ、かなり）苛まれるのですが…☆2 年ぶりに「い

たみホール（中ホール）」で私ども主催のフォーラムを開催することが出来ました。会う（為に動き…

必ずしも動けなくても良い）喋る、呑み（ここが最も重要）食いすることの大切さを改めて感じました。 
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