
５月 ｢鯉のぼり｣ 

 

成り立ちから見るとどうも、元々は

端午の節供も女性のための節供

だったようです。その名残りか、５

月５日の「こどもの日」の趣旨には

「こどもの人格を重んじ、こどもの

幸福をはかるとともに、母に感謝

する」という一文があります。 

元々は女性のための節供だった

端午の節供が「男の子の節供」に

変化した理由は、武家社会の発

達のためだったようです。 

端午の節供とは切っても切れな 

い植物、「菖蒲（しょうぶ）」が「尚

武（しょうぶ）」に通じる（元々武張

った行事が多かったことでもある

し）として、 武家ではこの日に幟

などをたてて子々孫々までの武

運を祈るようになったとか。また、

桃の節供が女の子の節供として

定着していることから、男の子の

節供も必要と考えたのでしょうか。 

 

会長 山元 弘道 
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５月にお誕生日を迎えられるお友達です。 
お誕生日おめでとうございます♪ 

前田  太さん (５月１２日･在宅)           本田 ゆりさん（５月２日・在宅） 

横山 莉音さん（５月１３日・在宅）           片山 麻由子さん（５月５日・療育ｾﾝﾀｰＢ型） 

   中村 真紀さん（５月２７日・総合発達支援ｾﾝﾀｰ） 福岡 翠さん（総合発達支援ｾﾝﾀｰ） 

高野 優菜さん（５月３１日・総合発達支援ｾﾝﾀｰ） 土肥 守さん（清武せいりゅう支援学校） 
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「不幸？ ･･･････いえいえ、そうでもないかな(^o^)丿」 

平成２２年４月１２日に、無事に 高校生になった我が子。心も体もおおきくなりました。一人っ子の為、 

まだまだ甘える所も多いのですが、彼なりに学校や訓練など、何かと頑張っているようです♪ ただ、 

歳を増すごとに病院の受診も多くなり、医療的ケアも必要となり、意思の疎通をはかるのもだんだん難

しくなったりと、楽しいばかりではないことも事実です。 

所で、私には兄と弟がいて二人とも障害がありました。随分前に二人とも他界してしまい、今では私も

一人っ子状態です。そんな事情から、私の子供が生後数ヶ月で障害があるとわかった時、私の母が

「あんたも母ちゃんと同じ目にあうっちゃね」と泣き崩れた時がありました。 きっと自分が味わった苦労

を娘の私まで味わう事に、耐えられなかったのでしょう。 でも、当時の私は日々の暮らしに精一杯で、

母の真意を悟ることが出来ずにいました。 我が子が、五体満足では無い、という事をなかなか汲み取

れず、何とも暗～い悲惨な毎日をおくっていました。   「なんでうちだけ、こんげ不幸やと？ で、親

子二代って、何でやと？」と、落ち込むというか、怒りというか、絶望感たっぷりの毎日でした。それでも

今は、回りの方々にご協力頂きながら、制度も上手く利用し、いい感じの生活を送っています。 一昔

前に比べると、現在は生きていくのに随分と楽になったのでは、と感じます。制度的には勿論、世間の

風当たりというか、偏見や差別もそんなに酷くなく、過ごしやすくなってきているのではないでしょうか。 

子供が障害を持っていること、その子を育てていくことが以前は凄く 不幸のように感じていました。 

でも今では、 そうでもないかな、 と思えるようになりました。 なんだかんだで、幸せに感じる所も多

いですし…  以前、そんな思いを県に伝えたことがありました。すると、御礼のお手紙が返ってきて、

驚くと同時に嬉しく感じました♪ 子供が高等部を卒業するまでに、出来る限りのことをやり尽くしてい

こうと思います。 子供の為に・・・志半ばで亡くなった兄弟の為に・・・ とは言っても、私の心が折れて

しまった時は、皆様のパワーをお貸しください。 ヨロシクお願い申し上げます(^o^) 

                                                         タートル 

 

「背くらべ」の歌に「ちまき食
べ食べ兄さんが・・・」と言う
一節があります。現在のち
まきは笹の葉で巻きますが
元々は茅（ちがや）で巻い
たことから「茅巻き（ちまき）」
と言ったそうです。 
５月５日にちまきを作る風習
は、中国揚子江流域に起こ
ったもの。中国で詩を文学
にまで高めた、その第一人
者で大詩人が屈原（くつげ
ん）が政争に敗れ、国の行
く末を案じつつ河に身を投
げた日とされ、屈原の霊を
慰めるため、ちまきを 作っ
て河に捧げたことが始まりと
言います。 日本では、ちま
きや蓬餅、柏餅などを作り、
神様（特に田の神）に捧、豊
かな実りを祈ったもの。それ
がやがて、田植え前の休養
と楽しみ兼ねた祭事となっ
たようです。 

端午の節供（端午の節句） 

「柱のきずは一昨年の５月５日の

背くらべ」と始まる唱歌が懐かしい

今日この頃（私も知らず知らずの

うちにそんな年になったか・・・）。 

旧暦５月５日は端午の節句。３月

３日の桃の節供が女の子の節供

であるのに対して、現在は男の子

の節供とされています。 

端午は「月の初めの５日」と言うこ

と、本来は５月に限った呼び名で

はなかったようですが、これがい

つしか古代中国の月数と日付が

一致する日付を特別な日だと考

える思想と相まって５月の５日だ

けを特別に指すようになったよう

です。 

端午の節供は中国からの伝来品

ですが、全部が全部外来製品と

いうわけではなさそうです。 

日本には古くから５月を「悪月」な

どと呼び、物忌みする習慣が有り

ました。これを「さつき忌み」と称

し、菖蒲と蓬で屋根を葺いた「女

の家」と呼ぶ小屋を造って女性た

ちが忌みごもりしたといいます。 

 これは、田植えが始まる前に身

を清めて豊作を祈った上で「田植

え」をはじめるためだといわれま

す。田植えにおいて主役は女性、

「実りを生み出す」作業は「子を産

む」性である女性でなければなら

ないと言う発想からのようです。 

端午の節供は、この様な古くから

日本に存在した行事と結びつい

たため、容易に定着したものと考

えられます。 
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 さて、国民の期待を担って発足した民主党政権。ここに来て下げ止まらない支持率、ぶれにぶれる

鳩山総理の言動に、果たしてこのままで障害福祉の行く先は大丈夫なのだろうかと、深刻に考えて

しまうのは、おそらく私たちだけではなかろうと思いますが、皆様はいかがお考えですか？ 

 

自立支援法一部改正案が議員
立法として国会提出 
改正する法律案の概要とは、 

１．利用者負担の見直し 

・応能負担を原則に 

・障害福祉サービスと補装具の利用者
負担を合算し負担を軽減 

２．障害者範囲・障害程度区分の見直 
・発達障害を自立支援法に明確化 

・障害程度区分の名称と定義の見直し 
３．相談支援の充実 

・相談支援体制の強化 
・支給決定プロセスの見直し 

・サービス利用計画作成対象者の拡大 
４．障害児支援の強化 

・児童福祉法を基本に地域支援充実 

・放課後型のデイサービス等の充実 

５．地域で自立した生活支援の充実 

・グループホーム等利用時助成の創設 
・重度の視覚障害者の移動を支援する

サービスの創設(個別給付化)など 

★障害の有無で分けない教育に～ 
障害者会議 

政府の障がい者制度改革推進会議は2010年１

月12日第1回会議以来、４月12日の第７回会議

まで月２回のペースで開催。第５回会議では、

障害者権利条約のインクルーシブ教育（※今日

のﾎﾟｲﾝﾄ）の規定を踏まえ、障害のある子が普通

学校から排除されないことを原則し、特別支援

学校を選択する権利を保障すべきとの見解で

一致。 また、同会合に鳩山由紀夫・障がい者

制度改革推進本部長が初出席。「言いっぱなし

の会議にならないよう、意見を施策に反映させ

る政治にしたい。権利条約を日本でも堂々と批

准できるよう国内法整備が大事だ」とコメント。 

障害の有無で就学の手続きが異なる現行制度

は改めなければ差別に当たると判断された。 

一方、非差別・平等を原則にしている権利条約

に沿って国内法制度を見直す上で、日本が最

も大きな転換を迫られるのが、障害のある子とな

い子が義務教育を別々の学校で受けている実

態や、社会的入院が解消されていない問題。 

これを踏まえ推進会議では、△障害者基本法

で教育の権利、インクルーシブ教育（別途注釈

あり）、普通学校・学級での合理的配慮を規定

すべき△教育基本法の人種、信条、性別、社会

的身分、経済的地位または門地によって教育

上差別されないという条項に障害も入れるべき

△学校教育法が「特別支援学校は幼稚園、小

学校、中学校、高等学校に準ずる教育を施す」

と普通教育と異なる目的を設定していることは

差別に当たる との見解が示された。 

現行の学校教育法施行令は、健常な子には市

町村教育委員会が地域の小・中学校への入学

の通知や学校の指定を行うに対し、障害のある

子には、就学時の健康診断を基に都道府県教

委が特別支援学校への入学の通知や学校の

指定を行っていることについて推進会議は、

「施行令にゆだねず法律で定めるべきこと。分

離の制度は廃止すべき」との意見で一致した。 

★障がい者の「碍」常用漢字追加
は見送り 

4月13日文化審議会国語分科会の漢

字小委員会が開かれ、改定常用漢字
表は、試案通り２１３６字で固まった。  

６月の文化審議会で正式に決まり、文
部科学相に答申される。 

改定常用漢字表は、現在の常用漢字
表に「挨(あい)」など196字を加え、「勺

(しゃく)」など５字を外し、2136字にな
る。 「障害者」ではなく「障碍(しょうが

い)者」と書けるよう、常用漢字入りを望
む声が強い「碍」の扱いが集中的に議

論されたが、追加は見送られた。ただ
し、障害という表記の見直しに取り組む

政府の「障がい者制度改革推進本部」
が今後、障碍という表記が望ましいと決

めた場合、再検討することになった。 

 

インクルーシブ教育とは、さまざまな子どもたちと、共に生き、共に学ぶという教育のありかたを示
し、障害のある子もない子も、天才児も、日本語を母国語としない子も、さまざまな文化や環境の

背景をすべて包み込んで、共に育つ教育体制のことをいいます。 

ところが、このインクルーシブ教育は、アメリカ、ヨーロッパをはじめ、インドやアフリカでも政府の基

本方針になっていて、いまや世界では常識となっている教育方針なのです。 そして、１９９４年

に、スペインのサラマンカに国連と９２カ国の政府代表が集まり、インクルーシブ教育への取り組
みを宣言しました。  

しかし、日本では、このインクルーシブ教育の考え方は、今までほとんど紹介されず、さかさまに、

文部科学省は、統合ではなく、常に「分離」政策をとってきています。 

これでようやく世界基準の教育体制への足がかりが築けることを大いに期待したいものです。 

 

 

いよいよ父母の会通常総会が５月２０日（木曜日）と近づいてきました。 年に一度の総会ですの

で、ぜひ多くの会員の皆さまにご出席頂きますようお願いいたします。 

また、総会終了後には、宮崎市障害福祉課の担当者を招き、障害福祉制度に関する勉強会を開

催しますので、合わせてご参加頂きますようお願いいたします。 

総会期日 ： 平成２２年５月２０日（木曜日） 
総会会場 ： 宮崎市花山手東 3丁目 25番地２ 宮崎市総合福祉保健センター２階 

１） 総 会 ： 時間 → 午前１０時３０分～１１時 

（欠席の場合は事前にお送りしました往復はがきにて出欠のご連絡をお願いいたします。） 

２） 研修会 ： 時間 → １１時５分～障がい福祉制度改革について ･･･ 宮崎市生涯福祉課 

なお、宮崎市障害福祉課への質問事項があれば、事務局まで事前にご連絡をお願いします。 

 
21 世紀初の国際人権法に基く人権条約で、2006 年 12 月に第 61回国連総会において採択。 

日本政府は２００７年９月２８日に署名した。しかし、批准するまでには至っていない。 現在世界
で権利条約に批准している国家は８５カ国である。 

条約の基本的考え方 

障害者に関する法は、リハビリテーションや福祉の観点から考えることが多いが、障害者権利条
約は国際人権法に基いた人権の視点から考えて創られた。リハビリテーションでは、障害がため

による生活上の困り感をできさせるようにさせることを目的とした訓練をすることをさすため、結果
的には人権侵害にもなりうる。障害は個人ではなく社会にあるといった視点からの条約である。 

さらに、「われわれのことを我々抜きで勝手に決めるな」と言うスローガンを抱えただけあり、障害
者の視点から作られた条約であることも特徴的である。 

 
 

毎年恒例♪ 島原手延そうめん・手延うどん・冷や麦の販売の 
時期がやってまいりました(^o^)丿  
◎ おそうめん 5,250 円 → 3,300 円  4,200 円 → 2,600 円 
◎ 冷や麦   3,675 円 → 2,550 円 と、とてもお安くなっています。 

販売収益はとても貴重な活動資金となりますので、ぜひ皆さまのご協力を 
よろしくお願いいたします。 注文は同封の用紙をご利用ください。 


