
しぇあメール・226 号   2022/11/10 

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 226 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?。 

あっという間に、という言葉が常態化してしまっていることを顧みて、ゆとりや余裕を持ちたいので

すが、なかなかそうもいかず…が続いています。この間にも我々の力不足等による地域社会の変

革は叶わず、先の国連での障害者権利委員会からの総括所見（勧告）に対しても私たちの暮らす

国は真摯に対応していけるのか、甚だ疑問でしかありません。 

更に社会的な騒動はコントロールされているかの如く（と私は感じています）の中、なかなかチェ

ンジ（変化）できない空気が未だ続いていることも我々の力不足であるのかとも思います。 

早くも年の瀬を感じる時期となり、改めて「normal」（new ではなくって）の意味を考え続けたいと思

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  

☆ しぇあーど 9 月の試算表   

http://ra-shared.com/content/uploads/kan221024_1.pdf 

☆ Café mozita の今月（11 月）以降のオープン日は、11 日（金）・18 日（金）・25 日（金）・12 月

2 日（金）の予定で、いずれも予約制となっていますので宜しくお願いいたします。   

11月のオープン日は上記の日時で時間は16:00～、19:00～の2部で予約制です。18日（金）

の 19 時～の部は満席です。料金は 1 名様 3,000 円で「ピザとスープ、ケーキのセット、お好

きなお飲み物と i ner candle さんのオリジナルキャンドル」です。i ner デザイナーの mari さん

は 11 日（金）と 25 日（金）にお越しになられキャンドルの販売もあります。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 
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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。 

 

Twitter                             BASE STORE 

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

                      

いんふぉめーしょん 

☆ 第 20 回税制調査会（2022 年 10 月 26 日）資料一覧 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2022/4zen20kai.html 

☆ 第 4 回「障害児通所支援に関する検討会」資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28748.html 

☆ 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（第 133 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html?fbclid=IwAR0fPoJjyJEN2wC8qY

V2lYX0-lxrLofij1rhR-By1czn0LfvORhEeEdyx8U 

☆ 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会（第 4 回）会

議資料 https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/09/1421377_00024.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_00395.html 
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おすすめ研修・イベントなど 

☆ 伊丹マダン 日時:11 月 20 日（日）  場所:三軒寺広場 

☆ 第 9 回 歯科衛生学術フォーラム 

日時:11 月 20 日（日）10:00～16:00 場所:リモート配信 

https://www.hyogo-dh.or.jp/application/files/8316/6305/7337/9_.pdf 

☆ ボストン美術館 刀剣×浮世絵 THE HEROES 

開催中～11 月 20 日（日） 会場:兵庫県立美術館 

https://heroes.exhn.jp/?fbclid=IwAR2sGS9qjr-EmZYenfiR_Vz-

lsxndIMSQlDot_vGt1Yoh0kH3XHrrTiuHBU 

☆ ルートヴィヒ美術館展 

開催中～1 月 22 日（日） 会場:京都国立近代美術館 

https://ludwig.exhn.jp/?fbclid=IwAR3Bk9Vy35jnMywiOkgKdOjjqovilsEXf5rHz1CA8R2C2vV3

dNudyqr1BGk 

☆ 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  

☆ コロナワクチンについてわかってきた事実/世の中を流れを変えていく勉強会 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm41329774 

☆ 「重度訪問介護」利用が低迷しているのはなぜか…障害者の一人暮らしが当たり前にならない現

実 https://www.tokyo-np.co.jp/article/211863 

☆ 【悲報】日本の総死亡数（速報値）が激増、ワクチン接種数に相関 森田洋之 

https://note.com/hiroyukimorita/n/n64ba0d2c92f7?fbclid=IwAR0vuriggfIwKBVThY1Z5kEmg6ySH

hAuLUwJ4WhS4u16YKIiZIJstOzRxWU 

☆ 特別インタビュー 科学的怠慢に満ちた国の新型コロナ対応 兵庫保険医新聞 

http://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-

shinbun/backnumber/2022/1015/100002.php?fbclid=IwAR0raGYnHIVuQr-

tciLa27_liGUA0q3ZYpLSTLxbDRvXwXLB5MDJkOhWwsY 

☆ 社会調査支援機構 チキラボ 

https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-

result/?fbclid=IwAR2LJUbYdxh1e88deeRJfQivdClAqqx98r-DfjzNRFfgyNTGktgEwsTmaz8 

☆ こころの通訳者たち https://cocorono-movie.com/#top 12 日（土）から第七芸術劇場で上映 

☆ 「旅館業法改正法案」に関する DPI に本会議声明 

https://www.dpi-japan.org/blog/demand/20221011-statement/ 
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☆ 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されるようです。 

☆ こどもコロナプラットホーム https://www.kodomocorona.com/about-platform/ 

☆ 全国有志医師の会  https://vmed.jp/ 

こうのいけスペース 2022 年 12 月のお休みは 21 日（水）・31 日（土）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…☆秋は芸術、食欲、行楽、スポーツと様々ことが「の」と共に語られますが少し

時間を作って京阪神間にある美術館巡りや松茸（は厳しいですが）や芋（せんだっては芋ま

つりを開催しました）、サンマやカボチャを味わいたいものです。☆コスモスやダリアに続

き紅葉もこの辺りではこれからが見頃かと思います。身近な場所でもほっこりできればと

…。☆更に月末からはワールドカップ（サッカー）も開幕で盛り上がれれば良いのですが（見

通しは厳しそうですが…）。☆このひと月も（私的には、やはり、ですが、世間では、ある

いは我が法人でも話題にはなり難いのですが）障害者権利委員会からの統括所見（勧告）の

行方が気になって仕方ありません。しかし案の定（と言うのでしょうか）ニッポンの政府は、

言わば巧みに（という言葉を使いたくも無いのですが）勧告逃れに力点が置かれているよう

に見えて仕方ありません。それが影響するこの国の流れの中で、更に私どもの力量不足によ

って、恐らく望まない暮らし＝特定の生活様式を強いられてしまう方々が後を絶ちません。

「恐らく」としか言えない自らも情けないのですが、解り難い、あるいは解らないとされる

（知的障害や重症等といわれる）方々に在る思いが無いものとされず極々あたりまえに尊

重される世の中になってほしいものです…と思い続けて成し（あるいは成り）得ていない今

に対して、考えねばと実感です。☆せんだっては川西の黒川にあるダリア園に行ってみまし

た。ほぼ毎年通う場所ですが今年も綺麗な花がいっぱいでした。これからはこの辺りでも紅

葉が盛んになる時期で、小さな散歩や寄り道、道草を楽しみたいと思います。☆更にこの原

稿を記しています前日には思い立って兵庫県養父市（但馬ですね）にあります天滝を観に行

ってみました。素晴らしい容姿で（県内では最も落差の大きい滝だそうです）少し（40 分

程）歩かねば辿り着けませんがおススメです。☆しぇあきっずでは 15 日（火）、17 日（木）

と遠足（まー良い響きです）が予定されています。行先は尼崎城（私は入ったことがありま

せん）にニフレルだそうです。せんだってガイドヘルプで訪れた万博公園はとても賑わって

いました。遠足やお出かけでたくさんの風や陽を浴びて楽しみたいもんです。☆行楽シーズ

ンとやらも当たり前に延々と続く訳では無く、その先には寒い季節がおそらく間違いなく

やってきます。様々なコトが明らかになっていく中、先に記した自由な移動（お出かけや散

歩、遠足等）の機会を失わないようにと願います。 
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