
誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2018 

色んな暮らし ステキな人々 
2018 年 9月 17 日 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 湯地駿羽(ゆじはやと)さんと湯地三代子さん  

       ～駿羽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  

～こんなんしてきました「ちびっこのつどい」～ 

12:00 お昼休み 

13:30 生演奏 みき♡まゆみとオールスターズ♪♪ 

13:45 お会話 1 彼の生き様  

佐藤涼さん(青森市) 聞き手:尾瀬順次さん 

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 2 彼女の生き様  

住田理恵さん(西宮市) 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:NPO 法人地域生活を考えよーかい 共催:有限会社しぇあーど 



今年も台風さんに怯えつつ、お会いできましたみなさん、ありがとうございます! 

今年は特に災害が続き、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

インフォメーション  
� フォーラムのスタッフは「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

点やお手伝い等ありましたら、お気軽にお声掛けください。 

� トイレは各階、エレベータ横等にあります。臥床されてのオムツ交換等はホール廊下の

物品庫にスペースを準備していますのでご利用ください。 

� 携帯電話やスマートフォン等は、できればマナーモードにしていただければありがたい

です。 

� 登壇される方々の撮影等は、ご遠慮なく、どんどん SNS 等にアップしてください。紙吹

雪や花束等の手渡しも OKです。 

� 昼食は館内で召し上がられても OK(ホール内外どこでも)です。周辺に飲食店多数ありま

すので、以下のマップも参照頂きお出かけください。直ぐ近くの「猪名野神社」では「第

8回猪名野神社の市」(いろんなアート・雑貨等が販売されています)が開催されていま

すので、時間が有れば、ぜひ^^;。三軒寺前広場では伊丹郷長屋台村も開催しています。

お昼休憩は 90分の時間を設けていますので、多くの方との交流にお使いください。 

 



＊ フォーラム終了後、会場は借り続けていますので、後片付けの支障にならない範囲

で存分に余韻をお楽しみください。 

＊ 渾身会に参加される方(事前にご予約いただいた方となります/すいません)は、こ

れまた伊丹の誇る「小西酒造」(白雪等でお馴染みの)さんの酒蔵跡を利用した「長

寿蔵」へお向かいください。渾身会のスタートは 18 時を予定しています。同敷地

内にお土産屋さんもあります。おススメです^^;。 

 

改めまして、今年も伊丹市にお越しくださいましてありがとうございます!! 

今年は地震・豪雨・台風と、たて続けに自然災害(と、ひと言で言っていいのかしら?の

感もあるのですが)が続き、今も厳しい状況下にいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると

思うのですが…、今日は 1日、みなさんと楽しい時間を過ごせればと思っています。 

今年のテーマは「いろんな生き方 考えてみましょう」ということで(特に例年と大きく

変わったテーマでもなく、なんですが)、沖縄県那覇市から湯地駿羽さんファミリー、青森

市から佐藤涼さん、兵庫県西宮市から住田理恵さんという個性的な方々をお招きし、それ

ぞれの方々の「思い・考え」を聞きながら、まさに「私(自ら)」もしくは「私たち」の生

き方(あるいは行き方?)を考えていければと思います。 

先に記しました災害もそうなんですが、私たちの命を脅かすモノ・コトは天災だけでは

なく様々なカタチや流れを伴って、ジワジワと迫ってきているようにも感じられます。一

昨年に起きました「相模原障害者施設殺傷事件」によりクローズアップされた等とも言わ

れる「優生思想」等も、決して今に始まったモノではなく、脈々とその不気味な力(?)は増

しているように思えます。 

私たちはこの間(10 年だったり 20年だったり 30年だったり)、それとは全く違う(あるい

は真逆の)「全ての人の存在価値」を以て、障害児・障害者といわれる方々等(ら＝この【ら】

が大切)と共に来たのですが、現状、あるいはこの先を見通すと、なかなか明るくなれない

なぁと悲観的になってしまったり(特に私は悲観的…だと思う/実は楽観的なのかも知れな

い?とも思うのですが)。それでも毎年、このフォーラムを契機に改めて「ラーの理念」(な

んのこっちゃ?な方にはすいません、機会があればじっくりご説明いたします)に立ち戻り、

「諦めず」「楽天的に」「逃れていく」思いを新たにしています(私は…、ですが^^;)。 

なんのこっちゃですが、今日も 3組の方のお話しを聴きながら、様々なコトを考える契

機となればと願っています。そんなんで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

お話し 湯地駿羽さんと湯地美代子さん  

～駿羽さんたちのこれまでとこれから～ 

まず最初に登壇いただく駿羽(はやと)くん。今年の 4月から中学生になった青年です^^;。 



私が初めて駿羽くんにお会いしたのが 2013 年 8月に開催されました「難病のこども支援

全国ネットワーク」さん主催のサマーキャンプ≪『がんばれ共和国』「おーきな輪」≫で

した。呼吸器ユーザーでもある駿羽くん、それまでもご両親と様々なところへ出かけ、と

ってもアクティブな少年だったようです。ご一緒したキャンプでもステキな場面を幾つも

見せていただきました。 

  

ホテルのプールサイドで^^;          夜は宴会、湯地ファミリーさんと看護師さん 

  

海水浴も、まー気持ち良かったです^^;         今年の春には小学校卒業!! 

  

中学校に元気に通っています! 先生と^^;       まー大きくなりました^^;// 

 まーとってもステキな駿羽くん。お母さんの三代子さんもステキな活動を続けておられ

ます。そんなお話しも交えていただきながら、お聴きしましょう。 

 と、お父さんも、とってもステキな方です^^;、ぜひみなさん、たくさんお話ししてくだ

さいね!!! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



お伝え 滝内あやさん  

～こんなんしてきました「ちびっこのつどい」～ 

続いての登場は、昨年に続きまして「訪問看護ステーションしぇあーど」と「児童発達

支援・放課後等デイサービス」の管理者でもある瀧内あやさんです。 

「訪問看護ステーションしぇあーど」は母体となる「有限会社しぇあーど」が産まれた

2003 年 4月に同時に立ち上げられました。当時、ようやく(という言葉も今となっては?で

すが)措置制度が利用契約制度となった際、まだまだ「訪問看護」というモノ(看護?医療?

サービス?保険?)は介護保険の中、あるいは医療保険での一部での普及(利用)で、障害者と

いわれる方々、とりわけ「子ども」(小児)さんに向けてのそれは全くと言ってしまいそう

なくらい無く、全国を見渡しても横浜の「レスパイトケアサービス萌」さん、松山の「ほ

のか」さんの 2箇所しか無く…(古ければ良いというモノではないのでしょうが)のような

状況でした。 

おそらく(たぶん/一緒か?^^;)イマイチといいますか、ほとんど何も解らなかった看護師

(とも言われる:ここが大切!です^^;)さん達 3人をある意味(というか真面目に)騙したよう

に引きずり込み(今思うと、よー引きずり込まれたなーと感慨:お爺風)、まーいろいろ大変

(なんせ、訪問看護とやらの使い勝手の悪さは当時最悪でした!まー色んな意味で^^;)でし

たが、あれから 15年、今や「有限会社しぇあーど」の屋台骨、といいますか、少なくない

「マイノリティ」等ともいわれちゃう方々にとって、多少なりのお役に立てているモノと

なっているように思えます(自画自賛＋拡がらない嘆きを併せて…^^;)。 

時の流れと共に(んー、流されていることを改めて実感…、で少々悲しくもなるのですが)、

生後間もない子どもさんや成長すれども変わりなし(何時まで経っても行く先だとか関わ

る人を選べないという意味)の社会の中、2014 年には「訪問看護ステーションしぇあーど」

がアジトから脱出(家出:転居)し、2015 年に「しぇあきっず」という児童発達支援及び放課

後デイサービスを立ち上げました。 

私はデイサービスとか「生活介護」等が苦手(ひらたく言うと嫌い:ずびばぜん…)なんで

すが、家出したスタッフみなさん達、もちろんご本人さん達、まーまー楽しくやっている

のかな?と思えるようになったこの頃でして、そんなスタッフさんたちが随分と前(と言っ

ても 7～8年前くらいからですが)から行ってきた「ちびっこのつどい」の活動をご紹介し

ようというものです。 

まーとにかく「かわいい」子どもたち、と、様々な(ステキさとその他諸々を含み混ぜ合

せたママさん、あるいはパパさんたち、そして兄弟姉妹児といわれる子どもたち等)方々と

まさに「一緒にご機嫌なひとときを」といったささやかな会(活動)ではありますが、その

値打ちだとかを私も振り返りつつ、其処、あるいは彼女・彼らに教えていただいた様々な

コト・モノを改めて感じ考えたいと思っています。 



お昼休み 
前半、お二方の登壇・お話しが終了後には、少し長めの(60 分よりは有るという程度です

が)お昼休みを設けています。ぜひ有効にご活用ください。 

お食事は館内(どこでも/立ち入り禁止スペースは除く)で召し上がることも可能です。先

に記しましたマップを参考に伊丹市街の街に繰り出されるのもよいのかと思います。 

とりあえず、私なりのおススメのお店を以下に紹介したいと思います。 

1. 「野菜とつぶつぶ アプサラカフェ」…阪急伊丹駅ビル・REITA(リータ)の 4階にある

オープンスペースながらステキなカフェです。食材にもこだわられた美味しいランチは

とっても人気です(ので満員の可能性も高いです…リータ 4階には、その他飲食店もあ

ります)。 

2. 「クロスロードカフェ(CROSSROADCAFE)」…いたみホールから少し歩いたところにある

三軒寺前公園の隅っこにあるステキなカフェです。ランチメニューもけっこうあり、「フ

ミヤ」さん「ピロン」さんというナイスなご夫妻とガーナ人シェフ「アラジ」さんの温

かい(たぶん)おもてなしが心地良いかと思います。 

3. 「イタリアンリストラン・アントン(ANTON)」…少し歩いた西台というところ(阪急伊丹

駅の南側)にある老舗のレストランです。こちらもとってもステキなご夫妻が切り盛り

されています。とにかく美味しいです^^;。1000 円以上のお食事オーダーの際に利用で

きる500円分の食事券が数枚ありますので、必要な方は国本までお知らせください^^;。 

4. その他、阪急伊丹駅ビル 1階の「月山流池瀧うどん」さん、東へ少し歩くと「長寿蔵」

さん(伊丹の誇る小西酒造さんの酒蔵跡を利用したレストランです)、「ひがし商店街」

にも色々とお店があります。 

更に、本日は「伊丹郷長屋台村」と題したイベントが三軒寺前広場で行われています。

別に配布させていただいています「三軒寺前広場会場案内図!!」を参照し食べ歩く(座席も

あります…が、かなりの人込みかと思います^^;)のも楽しいのかと思います。もちろんビ

ールを呑みながら(あるいは伊丹のお酒とかも)、だと尚良いのかと思います。 

更に更に、猪名野神社(歩いて数分)では「第 8回猪名野神社の市」が開催されています。

様々なアート・クラフト商品等々のお店が並んでいます。特におススメは「たかいたかこ」

さん(種まき工房)の作品です。お時間あればぜひっ!!!です。 

また、今回、横浜市在住の画家である中畝常雄さん治子さんご夫妻から、お二人の著書

であり、私も大好きな本「障害児もいるよ ひげのおばさん子育て日記」を多数贈呈いた

だきまして、みなさんにお配りしていますので、これまでに読まれた方も、再度手に取り

お読みいただければと思います。 

それから、今回のゲストみなさん、それ以外にも各地からお越しになられたみなさん(ス

テキな方々たくさんです)との交流の時間にお使いください。 



生演奏 しぇあーどの誇る!?「しぇあきっずバンド」改め 

「みきまゆみとオールスターズ」 
今年は、例年登場いただいているソプラノ漫談師(巷では気管切開された声楽家等ともい

われています)青野浩美さんが学業(大学生やってます^^;)により不在でして…(楽しみに

されていた方には申し訳ありません)。 

ということで、毎年「前座」として登場していました「しぇあきっずバンド」さんが、

その名称も改め「みきまゆみとオールスターズ」として【メイン!!】で登場されます。 

なんとなく「内山田洋とクールファイブ」あるいは「ザ・ドリフターズ」的にも感じら

れるネーミングですが、メイン奏者(だと思います、たぶん)の「みきまゆみ」さんコト「三

木麻友美」さん、れっきとした「平成生まれ」のステキなお姉さん^^;でして(他のメンバ

ーは【オールズ太郎＆花子図】みたいな昭和感満載のような気もしますが…)きっと爽やか

なメロディーがみなさんを癒していただけることかと思います。麻友美さん、この日に向

けて随分と練習を重ねて来られています。けっこうなプレッシャーもあるようですが、み

んなで楽しみ盛り上がりましょう^^;。 

で、少し「しぇあーどスタッフ」みなさんについて…。私もびっくりする程の数のスタ

ッフさんが音楽:楽器の演奏を得意あるいは趣味とされています。私の知る限りでもフルー

ト、サックス、ピアノに縦笛、ホラ吹きに太鼓腹等々…。趣味だとか少しでも夢中になれ

るモノ・コトがあるのはステキなことです。その他、しぇあーどには「山登り倶楽部」「ボ

ウリング倶楽部」「飛行機倶楽部」「マラソン倶楽部」(ほぼ休止中ですが)等があります。

部員をいつでも募集していますので、ご関心あるいは入部希望の方は遠慮なく連絡いただ

ければと思います。 

 

お会話 1 彼の生き様 佐藤涼さん 

聞き手:尾瀬順次さん 
続いて午後からは、お二方に登壇していただきます。最初に佐藤涼さん。私は知り合っ

てから数年ですが、彼の能力(以下のプロフィールにも記載のある諸々)に先ず驚き、更に

その行動力(時々、無謀ではないか!と思ったりもしますが^^;)にも繰り返し感嘆させられ

ます。彼についても色々・様々なコトを思い浮かべるのですが、私が云々と言葉を連ねる

よりも、直に彼の言葉を聴いてみましょう。形容詞のついた彼ではなく、そのまんまの「佐

藤涼」さんをみなさんがそれぞれの感覚で感じてもらえればと思っています。 

そして聞き手は、毎度お馴染みのカラッキーあるいは眠理事長(ねむりじちょう)コト尾

瀬順次さん。午後からは尾瀬さんと共に思い・考えを深めて(複雑化させて)いきましょう。 



 

 



 

 

 



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 

佐藤涼さんとの会話後は「おやつタイム」です。きっと(たぶん^^;)美味しいと思います、

私等の地元・鴻池(清酒発祥の地でもあります)の「すみれ家」さんの和菓子です。かんな

りこだわりの大将が作る手作りの和菓子をお楽しみください。 

また、鴻池にお越しの際にはぜひ、「すみれ家」さんと「清酒発祥の地の像」(ちなみに

清酒発祥の地議論は奈良市等と競い合っているらしいです^^;)にお立ち寄りください。 

 

お会話 2 彼女の生き様 住田理恵さん 

聞き手:尾瀬順次さん 
「おやつタイム」の次は「お会話 2」ということで、ご近所・西宮の誇る!住田理恵さん

に登場いただきます。理恵さんとはもー15年以上前からのお友だち(と言いますか、お知り

合い^^;)でして、当時から前向きな明るく優しいお姉さんでした(今もお姉さん、で良いの

かと思いますが…)。今回(というか、いつもなんですが)、いちおぅ(一応)「入念な打ち合

わせ」を致しましたが、特に筋書き立てたお話しのみではなく、尾瀬さんと私(国本)も交

えて、理恵さんのこれまでと、今後のこと等をお聴きしていきたいと思います。 

理恵さん、アーティストでもあり(涼さんもそうだ!)、各地で自らの作品を発表されてい

ます。再来年辺りには韓国での個展の開催を目指しているとのことです。今後予定されて

いる個展等のチラシをお付けしていますので、機会があれば。ぜひ!です。 

 

  

愉快なつれあい様:雅清さんと^^;          伊丹の「クロスロードカフェ」さんにて^^; 

 また、理恵さんのつれあい様:住田雅清さんもいらっしゃってますので(まー愉快な方です

^^;)、ぜひみなさんお話ししてみてください^^;。 

 



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、伊丹での 1日も終盤となった頃、参加されたみなさんはどんな思いを持っている

のでしょーか?と思いつつ、これを書いている前日(16 日・日)のお昼過ぎなんですが…^^;。 

もー7年、あるいは 8年と続けている、このフォーラム…、毎年同じようなテーマで続け

てきています。特にこの数年、昨年の田中大貴さん、その前は北村佳那子さん、更にその

前は平本歩さんや折田涼さんに岸本彩さんなどなど…。みなさん共通しているのは、まー

ステキな生き様であり、素晴らしい(と思われる、あるいは思われてしまう)生き方であり、

様々なコトを私たちに教え・感じ・考えさせられてきました。 

その「様々」の中には幾つもの紐解きえないモノもあったりでして、例えばこの十年・

二十年で整備されてきた社会の中で、どんどん(というか、とことんと言いたいですが)「生

き辛さ」を持つ(凡そ持たされた、と言ってもいいのかとも思いますが)方々は無くなった

のか、減ったのか…、ということだとか、もしかしたら、「共助」もそうですが、何より

も「自助」(努力・忍耐)がより一層必要でないと生き抜いてはいけないよーな…だとか。 

「強く(は)ない人」(多くの方がそうでは無いのかしら?と思いつつ)がご機嫌に生きてい

く術(?)だとか、少なくとも自らの思い(決定等ともいいますか)を脅かされるような世の中

にはしたくない(もーなっとるで!と言われそうですが)のですが、冒頭にも記したような

「命の選別」や「無益な医療論」等が拡がっている(と思われる)中で、私たちは、この先、

何を思い、何を行っていけばよいのでしょうか?と私自身が思い続ける中、そんなことも含

んだ感想や考えをできるだけ多くの方々にお聴きできればと思っています。 

とにかく、いろんな方々のお話しをお聴きしながら、変わらぬモノや変えたいコト等を

考え続けていきたいと思います。モヤモヤしたままの閉会となるやも知れませんが、この

先も今回お越しくださったみなさんと共に揺れまくりながら考えていきたいと思います。 

繰り返し、お集まりいただいたみなさま、ありがとうございました。 

  

         


