
 

2017 年 9 月 18 日(月) いたみホール 6 階 中ホール 

10:00 開会のご挨拶 主催者代表 李 国本 修慈 

10:15 お話し 田中大貴さんと田中千尋さん  

       ～大貴さんたちのこれまでとこれから～ 

11:20 お伝え 滝内あやさん ～とある子どもさんとの関わりから～ 

11:45 お昼休み 

13:15 生演奏 しぇあーどの誇る!?「しぇあきっずバンド」みんなさん 

13:45 生ライブ ソプラノ漫談師:青野浩美さん＆絶叫ピアニスト:新真由美さん 

14:45 おやつタイム 今年も鴻池の誇る「すみれ家」さんのお菓子です 

15:10 お会話 永田明日香さんと永田尚子さん＆村上弓子さんと小島(五十嵐)覚子さん 

       ～こんな暮らししてまんねん、関西弁ではないお二方の暮らしぶり～ 

        聞き手:尾瀬順次さん 

16:15 みんなでトーク 1 日の感想や思いを話してみましょう!! 

17:00 閉会 

 

 

 

主催:特定非営利活動法人地域生活を考えよーかい 共催:有限会社しぇあーど 



まぁ、今年も台風さんにヤキモキ・ハ

ラハラ・ドキドキでしたっ!! 
本日無事にお会いできたみなさん、ほんとにありがとうございます!!! 

インフォメーション   
☆ フォーラムスタッフ(主にしぇあーどスタッフです)は「しぇあちゃんポロシャツ」を着

用していますので、ご不明な点やお手伝い等なんでもお気軽にお声掛けください。 

☆ トイレは各階にございます。また、臥床されてのオムツの交換などはホール廊下の物品

庫に用意していますのでご利用ください。 

☆ 携帯電話等の電源はできればマナーモードにしていただくとありがたいです。でも大き

な音でないと聞き取れない等、音が鳴っても OKです。 

☆ 登壇されるみなさんの撮影もご自由にどうぞ!です。 

☆ 昼食は館内で食されても外に出かけられても OK です。近隣マップを資料の中に綴じて

いますので、ご参考にしてください。 

☆ フォーラム終了後、会場は借り続けていますので時間が許す限り存分に余韻等をお楽し

みください。 

☆ 渾身会に参加される方(事前にごよやくいただいた方のみとなります、すいません)は

「長寿蔵」で 18 時過ぎのスタートですので(徒歩 10 分かからない程度です)間に合いま

すようにお越しください。場所が解らない方は国本等がご案内いたします。長寿蔵横に

伊丹のお土産屋さん(主に小西酒造さんのですが^^;)があります(19 時まで)。 

☆ ぜひ、お昼時、おやつ時、終了後、多くの方とお繋がりください。今回ご登壇いただく

みなさんともお気軽にご交流ください。 

配布資料 
1. 「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム」と記載された数(十)枚にわたる今回のフォー

ラムの手引書?と登壇されるみなさんからの資料です。 

2. アンケート用紙 ぜひ本日ご登壇のみなさんへのメッセージをお願いいたします。 

3. その他…当日に急きょ配布させていただくモノもあるかも知れません。と、ぶっつけ作

業で書き上げた書面で多々の誤字脱字に失礼な表現等ご容赦お願いいたします。 



本日は伊丹市にお越しいただきありがとうございます!。毎年恒例となりましたフォーラ

ム、初めてお見えになる方、二年、三年(どころか五年程?)と続けていらっしゃってくださ

る方々、この場を機にぜひ一人でも多くの方々と繋がりを持っていただければと願ってい

ます。 

毎年この時期に行うこのフォーラム、名称が「誰もが暮らせる地域づくり」等というあ

りふれたものになっていることを気にしながらやってきました。主催法人である「地域生

活を考えよーかい」(NPO です)の名称も「地域」という文言を使い、それを「考えよー」「考

えんかえっ!」(関西弁です、もちろん自らに向けての言葉です^^;)という意味を込めたネ

ーミングなんですが…。もちろん私あるいは私等なんぞのみの力で「そんな地域」が創ら

れる等という思い上がりはありませんが(いぇ、実はやっぱりありました、し、今も限定的

なモノ・コトを地域とするならば可能だとも考えています)、この 10 年、あるいは 15 年、

20 年(くらいしか私は実際に経験してませんので)を振り返ると、まぁ普通に「誰もが」等

という言葉が虚しく感じることが少なくありません(というか、「誰もが」の範疇が狭まっ

ている、あるいはそこから排除されるようにすら感じられます)。 

さて、何が言いたいねん?なんですが(だいたい、何時もこんな感じの振りですいません)、

「誰もが暮らせる地域」だとか「共生社会の実現」等という言葉はあちこちでお聞きしま

す(もー10年も 20年も前から)。それでも悍ましい事件が起こったり、信じられない様な事

実が起き続けていたりします。けっこー簡単に(思えてしまいます)使う「誰もが暮らせる

地域」だとか「共生社会」なんてのは一体何なのか?と思え(過ぎ)て仕方ありません。 

「地域」だとか「共生」だとか「暮らし」だとかの意味や在り方をもっともっと考えね

ば(まさに「考えよーかいっ!」…関西弁で「一緒に」を求めるような感じ^^;)と思う訳で

す(と言いますか思い考え続けてはいるのですが…)。 

どなたにも在るそれぞれの思いなんてのは到底全てが解り合えるモノではないと思いま

す。だからこそ(?)なんとなくキレイごとのような簡潔な言葉のみではなく、執拗なくらい、

ややこしいくらい、めんどくさいほどに、それらのことを考えていければ…、考える機会

を作れればと思ったりしています。 

そんな際に、今回のフォーラムのテーマを思いつきました。まさに「いろんな暮らし」(も

しかしたら複雑・怪奇?・悲喜こもごもだったりだとか)を様々な方からお聞きし考え・感

じたいと思いました。 

そして(おそらく)色々(この言葉にも様々な意味が込められているのですが、一言で済ま

せてしまいます…すいません、)ある(あった)であろう暮らしぶりをお聞きしながら、間違

いなくステキ(だと言い切れたりします^^;)なみなさんを感じましょう、と言いますか、本

日お越しくださったみなさんが共に「ステキな人」であることを(更に)感じ合えれば嬉し

いなぁと思っています。 

とにかくこのフォーラムは「おもろがる」ことが第一です(と言いますか、それがほぼ全

てです)ので、大いにお楽しみください。楽しくなかったらごめんなさい。李 国本 修慈 



お話し 田中大貴さんと田中千尋さん  

       ～大貴さんたちのこれまでとこれから～ 

田中大貴さん、もー随分前(10 年位でしょうか?)から私は存じておりまして、「すごいな

ー」(電動車いすを駆使したり)「ステキだなー」(地域の小学校に通う様子等を見聞して)

と思ったものです。 

その数年後(たぶん 2～3年前??)、ステキな青年となられた大貴さんにお会いしました。 

とにかくお茶目(?^^;)な大貴さん、愉快なアクションを起こしながら、私なんぞを色々

と驚かせていただきました。せんだっても、ご自宅へ伺った際にはベットに臥床しながら

天井をスクリーンにネット(インターネットですね)操作を楽しんでいました。「スーパー」

あるいは「ウルトラ」な重症児(と言いますか、立派な成人さんですね、しかも「超」が付

いちゃうような)と言われながら、「ええっ!?」と思わせてくれる品々(手品ではない^^;)

を見せてくださいます。 

そんな大貴さんですが、(これもあたりまえなのかも知れませんが)出生後には壮絶な

日々を母・千尋さんと過ごされ、医療からは様々な「宣告」を受けられたとお聞きしまし

た。これも今、あるいは過ぎた日であるから言えるのかとも思いますが、それらのことを

ことごとく覆して来られたと言いますか、の凄さと、そこに留まらない(というような感じ)

ことの「ステキさ」を感じました。 

 

 その大貴くんの母・千尋さん。明るく前向きな(たぶん^^;)ちょっぴり関西風(少しば

かし大阪で暮らされたことがあるということです)なお姉さん(私より少しだけ年上なんで

^^;)です。千尋さんとはこの数年 SNS 等を通じて仲良くさせていただいてまして、昨年で



したか(?)呼子の烏賊を一緒に食べさせていただきました(どうでもよいことなんですが…、

すいません、とっても美味しかったです^^;)。 

まーパワフル(小柄なんですが)な千尋さん、ご自宅を近隣の方々(同様な状況＝重度障害

等といわれちゃう子どもさんとご家族)が集う場所として開放されたり、日中活動の場とし

て提供されたりと、まぁ凄いっ!方であったりもします。 

にしてもなによりも、大貴さん、そしてお姉ちゃん(今回ご一緒にお越しいただいていま

す)、お兄ちゃんの母としても様々な体験をされてこられたのかと思います。 

と、千尋さんの極め付け(と私は強く思う)の凄さが「画家」だったりします。以下の画

像は田中千尋画伯によるものです。「嘘やんっ!」と思う程ステキな作品を幾つも生み出さ

れています。まぁスゴイっ!!です。ただ、ディズニーキャラクター以外は描けないそーで

す、、なんでやねんっ?!ですが^^;。 

 

そして今回一緒にいらしてくださった大貴くんの姉・佳織さんもスペシャルな職人さん

で、美容師さんでありながら、細かなステキなアクセサリーも作られます。今回もご持参

いただいていますので、ぜひ手に取られてご覧(ご購入^^;)ください。 

 

 



≪プロフィール≫ 

 

田中 大貴（たなか だいき） 

 

・福岡県久留米市在住 

・１９９５年１０月２９日生  

・B 型 さそり座  

・父・母・兄・姉・大貴 

・iPod   iPad  パソコンが得意 

・健康優良天才障がい者（自称） 

・マイブーム：“首すじ”  

 

誕生と同時に心臓も呼吸も止まっていました。４名のドクターの蘇生のおかげで生命を

取り戻し、そのまま久留米市の聖マリア病院に搬送されました。２歳のお誕生日の前日に

退院をし、そこから人生の冒険をはじめます。 

病名は、中枢性低換気症候群と筋生検は受けてはいませんが、ミオパチーであろうと言

われています。 

大貴は、幼稚園はいけませんでした。でも、義務教育は地域の学校に通いました。高校

には行っていません。来月２２歳の誕生日を迎えますが、現在は２ヶ所のデイサービス通

いと、療育施設と訪問のリハビリを受け、週に２回は訪問看護師さんとサポートさんに自

宅でお風呂の介助をしていただいています。 

４年前、自宅の隣のおじいちゃんとおばあちゃんの家を改装して、DOKIDOKI HOUSE（以

前はちっごの TDL という名前でした）をつくりました。昨年の暮れまで、重心の多機能型

障害児施設として利用していただいていましたが、たくさんの重心さんをお預かりするに

は狭すぎるという理由から、施設はお引越しをしたので、現在は障害児やそのきょうだい、

家族がリフレッシュできる家として活用しています。いずれは、大貴や障害を持った子ど

も達が自立できる家になればいいなという夢を持っています。 

 

『どんなに障害が重くても、たとえ医療的なケアが必要でも、当たり前に生きる！！』

障害のある人に何ができるかではなくて、どんな工夫をすればみんなと一緒に生きていけ

るか、それを見つけるのはボクの役目だと思っています。 

本日はよろしくお願い致します。 

 

MEMO… 

 

 



お伝え 滝内あやさん ～とある子どもさんとの関わりから～ 

お昼前のひとときは「訪問看護ステーションしぇあーど」や「しぇあきっず」(児童発達

支援と放課後等デイサービス)で関わる子どもさんたちとの関係から感じたことを上記事

業所の管理者・滝内あやがお伝えします。 

私たちは 2003 年に伊丹市に活動(及び事業)の拠点を立ち上げた際に当時としては珍しか

った(全国を見渡してもほとんど無かった)「障害児・者」といわれる方々へ向けた訪問看

護ステーションを開始しました(長ければ良いというもんでは全くありませんが^^;)。 

その間(簡単・短くに語れるものでもないのですが)、在宅療養支援診療所や地域包括ケ

アシステム等という言葉もあちこちで聞かれだし、小児在宅医療という言葉も少しばかり

耳にする機会も増えてきました。 

しかし、その過程に於いて(私たちはまさにその過程の中を体感してきた中で、一昨年春

には児童発達支援・放課後等デイの事業を開始しました)本当に当人(子どもたちやご家族)

を主体とした形(システム?)が創られてきたのか?あるいは(今後も含めて)創られようとし

ているのか?といったことを(おそらく)当人たちと近い位置で関わってきた中で感じたこ

とをお聴きしていただけるのかと思います。 

 

※↑の画像は「しぇあきっず」の天井。熊本県在住の佐々木あゆみさんが描いてください

ました。 



お昼休み 

この時間帯も極めて(^^;)貴重なひとときかと思います。少し多めに時間を取っています

ので、久しぶりに再会された方や初めてお出会いされた方との交流なんぞも楽しんでいた

だければと思います。 

お昼ご飯は、以下のマップを参考に…。いたみホールからですと、阪急伊丹駅方面へ行

きますと様々な飲食店が並んでいます。メインな通りの「ひがし商店街」には蕎麦屋さん

やラーメン、お好み焼き等のお店があります。 

阪急伊丹駅の 4階にも和洋中それぞれのお店があり、「アプサラカフェ」というおススメ

の自然食カフェもあります。 

その他、ひがし商店街を抜けた「三軒寺前広場」周辺にも韓国料理や私なんぞも仲良く

していただいています「クロスロードカフェ」さん(ここのランチも美味しいです^^;)等が

あります。老松さん(伊丹市に 2 つある酒造屋さんのうちのひとつです)の店頭では美味し

い(らしい)水がいただけます。お土産もあります。お土産と言えば、その先(JR 方面)を進

むと渾身会の会場でもある長寿蔵さんの 1階にも豊富な品々が揃っています。 

お店の数は多数ありますので食いはぐれはないかと思いますが人気店は席が無いかも?

ですので、2～3候補を絞られてから直行!というカタチが良いのかと思われます。 

会場での飲食も OKですので大阪王の餃子や鯛焼き、コロッケ等をテイクアウトするのも

良いのかと思います。 

 



生演奏  

しぇあーどの誇る!?「しぇあきっずバンド」みんなさん 

午後からはお楽しみな企画のその 1、「しぇあきっずバンド」の演奏です。 

何時の頃からか結成されました「しぇあきっずバンド」、このフォーラムでも恒例となり

ました。その他、しぇあーどで年に 2回行う「ちびっこのつどい」(重症児等といわれちゃ

う子どもさんとご家族との交流会)や「感謝会」等に出演しています。 

私は音楽のことはよく解りませんが、しぇあーどスタッフみなさんが楽しそうに演奏す

る姿はなかなか心地良く、いつも楽しみにしています。演奏する曲目は以下の通りです。

お楽しみください。 

最後の曲「海の声」は歌詞カードを配布資料内に綴じています。ぜひご一緒にお歌いく

ださい!。 

 

1. オープニング…サザエさんより(リコーダー) 

2. 美女と野獣(サックス) 

3. 365日の紙ひこうき(サックス) 

4. 海の声(フルート・リコーダー) 

 

 

MEMO… 

 

 



生ライブ  

ソプラノ漫談師:青野浩美さん＆絶叫ピアニスト:新真由美さん 

お楽しみ企画のその 2、毎度お馴染みになり過ぎかも?のフォーラム定番のお二人のライ

ブです。何度聞いても「まんだむっ!」な感じ(どんなんや?ですが^^;)の浩美さんの歌声と

喋くらせても一流のトーク(褒め過ぎか?)、それと何度もお聴きの方々は、時々ピアノ奏者

の真由美さんにも注目してみましょう。実は絶叫マシーン大好き(実際に絶叫されます)の

飛行機に乗る際には窓側でないと許せない(!?)、刺激と高いトコロが大好きな(煙か何か

か??^^;すいません)彼女のポーカーフェイス振り…、ギャップを感じるとより楽しい奏者

の素顔が感じられます。私は幾度もお二人のライブを見てきましたが、1度だけ真由美さん

が本番中に「くしゃみ」をしたところを見てしまいまして^^;、お宝のような記憶です^^;。 

そんな真由美さん、ディズニーの大ファンでもあるらしく田中千尋さんともきっと馬が

合うのかと思います。お楽しみに!!。 

と、青野浩美さん、今年の 4月から再び(何年振り?)女子大生となりました!!。そのあた

りも当人に直接おききしたりしてみてください(お笑い芸人養成大学等ではないと思いま

す)。 

       



おやつタイム  

今年も鴻池の誇る「すみれ家」さんのお菓子です 

お楽しみ企画のその 3、今年も伊丹市鴻池、私たちの地元でもありますところが誇る和菓

子屋さん「すみれ家」さんの和菓子をご用意しています。 

市街地と比べると田舎な感じの鴻池ですが、なかなかにステキなお店が数々あります。

そのうちの一店「すみれ家」さん。なかなかに美味しい(と言いながらイマイチ解ってなか

ったりしますが^^;)和菓子屋さんです。ご賞味いただき、鴻池にお越しの際は、ぜひ。 

    

    



お会話  

永田明日香さんと永田尚子さん＆村上弓子さんと小島(五十嵐)覚子さん 

  ～こんな暮らししてまんねん、関西弁ではないお二方の暮らしぶり～ 

お楽しみの後は、お二組の方々にお話しを伺いましょう。まずは半田市(愛知県)にお住

いの永田明日香さんと母・尚子さん(は名古屋市在住です)。明日香さんと初めてお会いし

たのは(記憶を辿っても全く解らず、記録を紐解くと)2011 年の 12 月 3 日ということのよう

で(場所は知多地域成年後見センターでした)、もー6 年近く前になるようです(下の画像が

当時のモノです)。 

  

その後も伊丹や西宮にお越しになられたり、名古屋で一緒にカラオケや食事を楽しんだ

りと仲良くさせていただいています。とっても可愛いお嬢さんでした(今も変わらず、なん

ですが)明日香さん、先日久しぶりにお会いさせていただきましたところ、ステキなパンカ

フェでステキなコスチュームで現れまして、まぁ立派な社会人になられたんだと感激(まさ

にオヤジ風^^;)しました。 

現在はグループホームにお住まいですが、自宅から独立して暮らす過程にも色々とあっ

たように伺っています。そんな明日香さん、出生時は低体重であったということで NICU の

出身(変な言い方ですいません)ということです。先に記しました「知多地域成年後見セン

ター」(こちらも凄いトコロです^^;)のスタッフでもある明日香さんの母・尚子さんとは(こ

れまた)SNS 等を通じていろんなことを感じさせていただいているのですが、明日香さんが

生まれる際のコトについても、現在に在る「出生前診断」のコト等を含んだ様々な思いを

伝えてくれます。そんなお二人のお話しをお聞きしましょう。 



そして村上弓子さん(一応トリだったりします^^;)。弓子さんは「ばおばぶ」さん(今回

のフォーラムに参加されている方々の多くがご存知かと思いますが、千葉県柏市に在りま

す「お家」です…正確な言い当てなんですが解り難い方は「ばおばぶ」「裕子ねーんね・弓

ちゃんおはよー」等で検索してみてください)に、あの森山裕子さん(数年前のこのフォー

ラムに登壇していただいた際に伝説?を作ってくれました^^;)やお馴染みの五十嵐正人さ

ん、小島覚子さんと暮らしています(以下の画像はご自宅の玄関で。なんでかやっぱり裕子

さんが目立ちますが…)。 

      



「ばおばぶ」さんと言いますか五十嵐さんと私は西暦が 2000 年になる前からのお付き合

いでして、この数年は毎年明けに宿泊させていただく等ととってもお世話になっています。

特に裕子さんと小島さんは何時も夜中(たいてい日付が変わっている)に訪れる私なんぞを

温かに(と言いますか、最近の裕子さんは「おっ、呑めるなっ」みたいな感じ(のみ^^;)で

すが)お迎えいただき感謝しています(なんだか裕子さんが登壇されるような流れですが、

今回は弓子さんです^^;)。 

随分と以前は「3 人暮らし」(という本も出版されています、今回も数冊持参いただいて

いますので、未読の方は是非お買い求めください)だった「ばおばぶ」さんが何時頃からか

弓子さんも加わり「4人暮らし」となりまして、私も時折お会いさせていただくようになり

ました。 

今回、弓子さんには小島さんと一緒に日々の暮らしをじっくりとお話しいただければと

思っています。で、変な言い回しになりますが、弓子さんは、例えば重症等といわれる方

でもなく、何か凄いことを克服したとか(そもそもの「凄い」なんてことも私らの勝手な価

値観に依るものだっりするのですが)、裕子さんのような武勇伝があるでもなく(もしかし

たら私が知らないだけかも?ですが)、なんですが、私が何時も感じる「ご機嫌さ」(当たり

前に時々イライラすることをお見かけしたりもしますが)をお話ししていただければなぁ

と思ったが故です。 

そこにはたぶん(と言うか、ほぼ間違いなく)「障害者」等(単なる人としても^^;だった

り)としての「頑張り」「力み」「励み」等々ではなく、「ばおばぶ」に暮らす四人家族のう

ちの一人である村上弓子さんの「暮らしぶり」(悩みなんかもあるのかな?とかも含めた)、

まさに「普通の」があるのではないかと私は感じています。そんなことをみなさんと感じ

られればと思っています。 

そして小島覚子さん(つい最近まで小島さんの下のお名前が読めませんでした^^;)。まぁ、

なんといいますか、言い表すことが困難な(^^;)お方です。そのあたりは、お話しされる小

島さんを見ながらご想像ください。と、ぜひ直接お話しもされてください。 

で、おそらく五十嵐正人さんも会場でお見かけできることと思います。もちろん裕子さ

んも。登壇される弓子さんに対しての五十嵐さんの視線(たぶんドキドキな親父風^^;)や、

それらをたぶん何とも思っていないかのような素振りであろう裕子さんお二人をウォッチ

ングするのも楽しいのかと思います。 

午後からも私が大好きな明日香さんと弓子さん、そして永田尚子さんに小島覚子さんの

お話しをお楽しみに。 

 

MEMO… 

 

 

 



聞き手:尾瀬順次さん 

今年も 1日を通して私も敬愛いたします「眠理事長(ねむりじちょう)」ことカラッキー(本

名:尾瀬順次)さんに登場いただきます。尾瀬さんとも長いお付き合いの中、いつもいろん

なことをお教えいただいています。 

今回は午後から登壇されるお二方の暮らしぶりについて、尾瀬さんなりの切り口で迫っ

ていただければと考えています(と書きながら酷い無茶振りだと思います、すいません)。 

尾瀬さんが登場する午後にはきっと、みなさんの間の空気も柔らかなものになっている

のかと思います。今回のテーマは「暮らし」と「人」。どこに(で)も在るその言葉の意味

を深く、あるいはもっと単純に考えながら、「こうありたい」や「こうでもいいやん」と

か、「いゃ、こうでんねん」みたいなことをみなさんそれぞれが語り合えればと思ったり

しています。 

 

みんなでトーク 1 日の感想や思いを話してみましょう!! 

さて、今回のフォーラム、如何でしたでしょうか?と言いますか、如何なことになるので

しょーか???な感じの中、この原稿を書いている 16日(土)の午後(なん)ですが…^^;。 

1 日の締めくくりは、みんなでいろんなコトを言い放ってみましょう。本日登壇された皆

さんへの質問や感想、「私も言いたい!」なこと等なんでも OK です。 

この 1年間もいろんなことがありました。ひとつひとつを書き記すことはいたしません

が、あたりまえに、その時々に居た人たちが在り、今も居り続けているということは言え

るのかと思います(解り難くてすいません)。私的には今回特に意識したかったのは「まさ

に」(この言葉も軽く使われてはなりません…と思います)「ステキな人」たちであり、「ス

テキな暮らし」でして、おそらく本日登壇いただいたみなさん「愛しい気持ち」を持ちな

がらのお話しだったのかと思います。そしてお集まりになったみなさんも「愛しい気持ち」

を持ち、それぞれが「愛しい人」であることを改めて確認できればと思っています。 

ほんとにありがとうございました!。また来年、楽しみましょうっ^o^;//。 


