
実りの秋には新米、さつま芋、

果物類梨、ぶどう、柿、栗、りん
ご、みかんなど糖分がたっぷり、

また、小松菜、大根、きゃべつ、
魚類ではサンマ、イワシ、サケ、

サバなど秋の味覚が食欲を大
いに刺激します。 

更には、秋は気温の低下ととも
に湿気の低下と空気も心地よく

夏バテからも回復し、一年中で
最も良い季節だと思います。 
秋は日が短くなり、地面がだん

だんと冷えてきて、大気の状態
が安定し、強い風も吹かない。 

また、台風や秋の長雨の後で、
地面は湿っていて、ちりやごみ

が立ちにくくなっているため、秋
の空は、一年のうちで一番澄ん

で青く見えるんだそうです。 
そして次はいよいよ冬の到来。

春、夏の順で空も大きく変化し
ます。これからもいつまでも地球
のきれいな大気を大切にしなく

てはいけませんね。  

 

会長 山元 弘道 
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９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♪ 
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重陽の節供の痕跡 

現在でも重陽の節供が姿を変えて

残った行事が各地に名残を残して

います。 

重陽の節供は全ての作物の収穫が

終わった時期の祭りだったことか

ら、この日を「刈り上げ節供」などと

呼び、この祭りが土着した行事があ

ります。 九州地方では祭りを「くん

ち」と呼ぶことがありますが、これは

「九日」のことであると言われます。

有名な「長崎くんち」「唐津くんち」も

元は旧暦の９月９日に行われていま

した。 

昔は盛んだった重陽の節供がどう

して廃れてしまったのかについて

は、おそらく「公的性格」が強すぎ

て、民衆に浸透しなかったのではな

いかと言われています。 
また重陽の節供の収穫の節供・
衣替えといった生活に密着した
側面があまりにも新暦の９月９日
とそぐわなかったため、この部分
が「季節」に合わせて移動してし
まった後は、重陽という言葉以
外残らなかったのでしょうか？ 
定かではありませんが、明治以
後急激に廃れていきました。 

天高く馬肥ゆる秋♪ 

記録的な猛暑日が続いた今年の夏
にもお別れを告げる時がきたようで
すが、あれほどまでに五月蝿かった

蝉の鳴き声が、あれぇ～？？いつ
のまにか虫の音に入れ替わり、いよ

いよ味覚の秋がもう間近に！ 
しかし、今年は庶民の味方の秋刀

魚が不漁で、なんと初物が４００円
の高値をつけるなど、ちょっこし気

候変動に一抹の不安を感じます。 
皆さんの今年の夏はいかが過ごし

でしたか？  
さて、天高く馬肥ゆる秋とよく言われ

ていますが、果たして本当の意味を
皆さんご存知でしたか？ 
秋の空って本当に高いのかぁ～？

という素朴な疑問に対しては、 
「天」を、地球を取り巻く空気の部分

と仮定すると、暑い太陽光線を受け
て空気が膨張する夏が最も高く、冬

に低くなるので、秋は中ぐらいの高
さということになります。 

それなのに、秋の空が高いと言わ
れるのはなぜなのでしょうか？ 

それは、夏の間の湿気の多い空気
に変わって、大陸育ちの乾燥した
空気が日本を覆い、とても視界が良

くなるために空が高く見える。という
ことなんだそうです。 

また、「天高く馬肥ゆ」は中国北西
部の農民の諺で、夏の間放牧して

いた馬が、たっぷり草を食べて肥っ
てくる秋のころになると、馬に乗って

略奪にくる蒙古人を恐れて、農民た
ちが襲来に対する警戒心を呼び起

こすために、「馬肥ゆ」を引用したと
伝えられています。 

ところで、秋になり馬や牛、鶏など
が肥えるのはとても好ましいことな
のですが、私たち人間も当然太る

傾向にありますね。 
なんといっても実りの秋には新米、
さつま芋、果物類梨、ぶどう、柿、
栗、りんご、みかんなど糖分たっぷ

ホームページ作成は楽しいけど、難しい！ 

私が CADセンターに来て４年になります。 

今は、ドリームウィーバーを使ってホームページを作成しています。 

なかなかタグ（※１）が覚えられなくて悩んでいるところです。 

一日も早く覚えられるように努力をして、いつかは一人でホームページを 

作ることができるように、がんばっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

ドリームウィーバーを使ってどのようにホームページを作るかというと、 

１． ネット環境を整える。 → プロバイダーのサーバをレンタルする。 

２． サイトの構成を設計する。 → ページの内容、配置の下書きをする。 

３． 素材の準備をする。 → 文章や画像を作成する。 

４． 新規ページを作成する。 → 文章や画像の配置やレイアウトをする。 

簡単に説明をすれば、このような手順でホームページが作成されていきます。 

メモ（※１） タグとはいったい何？ 

･･･もともとは荷札という意味ですが、コンピューターの中では情報の始まりと終わりを示す記号で、 

代表的なものでここで説明するのはホームページを作るときのＨＴＭＬタグがあります。 

簡単にいうと<>で囲った英単語･略語を使って、ホームページの文字の色、背景・画像の配置や 

レイアウトをするための、おまじないのことです。 

 

                                                   中武 啓幸 

禾(のぎ)実るとは、収穫の時期は近

いことを示す言葉。禾（のぎ）は芒とも

書くイネ科の植物の花の外殻にある

針のような突起のこと。 

そして、菊の節句と呼ばれる重陽の

節句 (9/9)は、旧暦時代は穀類の収

穫が終わった後で収穫に感謝する重

要な式日だったが現在は廃れたてし

まった。 
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いよいよ障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育のあり方について、 

文部科学省の委員会が動き始めました。が、先は長くなりそうな気配かな。  

地域生活できる新法へ 
～総合福祉部会 
障害者総合福祉法（仮称）の制定に向け、政

府の障がい者制度改革推進会議総合福祉

部会は７月27日、法の理念、入所施設・病院

からの地域移行、障害の定義などについて

具体的な議論にはいりました。 

障害者権利条約が地域社会で生活する権利

を規定していることを重視して、推進会議は

「新法には地域で生活する権利を明記し、実

現のための支援制度の構築を目指す」との意

見。これを受け、部会でも「地域で生活する

権利を明記するべき」との意見が多く出され

た。権利条約が「特定の生活様式(入所施設

や病院)で生活することを義務付けられない」

との規定に対し、｢施設でなければ生命が守

れない障がい者もいる｣との反論も。 

しかし部会では、おおむね「問題は、社会資

源が乏しいためにサービスの選びようがなく

入所・入院していること」「この現状を変えるた

めの新法を考えるべき」との認識のようです。 

法の対象者の範囲に関わる障害の定義に関

しては、推進会議の意見と同様、「権利条約

が示した『社会モデル』に立った定義にし、す

べての障がい者を対象とすべき」との意見が

大勢を占めました。 

新法では発達障害、高次脳機能障害、難病

の人などが漏れないようにする方針。しｋし、

障害名を列挙する方法で定義するとまた新た

に谷間を生む危険性があるため、「包括的な

規定が良い」との意見でほぼ一致しました。 

教育関係団体と意見交換 
～障害者会議 

政府の障がい者制度改革推進会議は７月26日の

第17回会合で、インクルーシブ教育について文部

科学省、教育関係団体と意見交換し、合意形成の

模索がはじまりました。 

推進会議は６月７日に第一次意見書をまとめ、そ

れを踏まえた政府方針が６月29日に閣議決定。現

行では普通学校と特別支援学校に分かれている

日本の教育制度を、障害者権利条約に基づき、地

域で共に学ぶインクルーシブ教育に見直すことが

政策課題となっています。 

「障害の有無にかかわらず地域の小中学校に就学

し通常学級に在籍することを原則に、特別支援学

校を選択することもできる制度へ」と転換を求める

推進会議と、それに慎重姿勢で構える教育関係団

体は、「地域で共に学ぶインクルーシブ教育を実

現すべき」と一致しながらも具体的な議論となると

主張に開きがあるのが実態のようです。 

このため同日の会合では、特別支援学校、普通学

校、ＰＴＡなど文科省が選んだ計11団体との意見

交換を実施。全国特別支援学校長会は、「特別支

援教育は着実に成果を上げてきた。特別支援学

校を希望する保護者は増え教室不足が生じてお

り、増設が必要。地域社会での生活を充実させる

ため通常学級との交流・共同学習を促進すべき」

などと主張。「通常学級に在籍することを原則にす

ると、特別支援学校・学級の設置根拠はなくなり、

専門性のある教員の確保や障害に合わせた教育

環境の整備が計画的にできなくなる恐れがある」と

予算の算定に支障が出ることも問題視されました。 

恒例の第３７回夏の療育キャンプが無事終了(^o^)丿 

今年は、趣をかえて都城肢体不自由児者父母の会との合同で、参加者は総勢８０名を

越す大変にぎやかなキャンプとなり、サンホテルフェニックスの国際会議場全室とローズ・
アカシヤの間を朝昼晩と贅沢に使い分け、食事もゆっくりと美味しい食べきれない程の盛

りだくさんのバイキング料理を堪能することができました。昼間はレクリエーションやプール
また、夜にはこれまた恒例となった宮崎大学医学部看護学科の先生たちによる、フォトコ

ラージュでとても楽しいそしてユニークな創作活動を楽しむことができました。最終日の保
護者研修会では歯科医の清山先生による「口腔ケアと嚥下」と題して、とても興味あるお
話に、大いに勉強になりました。 来年はまた新たな企画で皆様をお待ちしております。  
最後に、スタッフの皆さん、大変ご苦労様でした。ありがとうございました。 

ジェットスキー体験会開催のお知らせ♪ 
去り行く最後の夏を惜しんで、先月号でお知らせをしましたマリンスポーツ 
体験として、ジェットスキー試乗体験を下記の日程で予定しています。 

開催日：平成２２年９月１８日土曜日 

時  間：午前１０時～正午ころまで 
場  所：宮崎マリーナ近くの海域（参加者には詳しい地図をお渡しします。） 

なお、試乗会は宮崎市で海難救助隊として活躍をされているジェットスキー隊の皆様のご協力と

全肢連のバックアップにより開催させて頂きます。 
さて、ジェットスキーで小気味より波との戯れを直接肌に感じてみませんか。運がよければイルカ
と遭遇する機会に恵まれるかも！ 

なお、ジェットスキー隊の皆様はこれまでたくさんの障がい児・者の皆さんとジェットスキーで交流
をされていますので、安心して楽しんで頂けますよ！ もしかしたらお母さんやお父さんのほうが

めっちゃハマったりして！ 振るってのご参加をお待ちしています。 
申し込みは事務局もしくは担当理事まで。 申込締切は ９月１０日まですよぉ～(^o^)丿 

一方、普通学校の立場からは、全国特別支援学級設置学校長会が「人的体制や物的条件の整備を前

提に検討すべきであり、障害の特性に応じた指導ができる専門性の高い教員は特別支援学校でも特別

支援学級でも不足しているので、通常学級に在籍する発達障害のある子に必要な人的措置も追いつか

ない状況だ」と指摘がなされました。 

「教員の加配や施設設備整備などの合理的配慮は、児童の就学前に整えておかないと保護者の負担

になる上、未整備な側面が『合理的配慮を欠く』と解釈される恐れもあるため、条件整備を先行させなが

ら、環境が整った学校から実施する制度設計が必要」であるとの指摘がありました。 

全国連合小学校長会も通常学級に在籍する発達障害のある子への対応に現場が苦慮している実態を

訴え、「差別の定義や法的整備をする前に、すべての学校で合理的配慮が実現できるような計画を示し

てほしい。特に早急な人的措置が求められる」と野意見要望があげられました。 

いずれの団体も「子供を中心に考える」「条件・環境整備がないままただちに制度変更を強行すべきでは

ない」などの姿勢は推進会議と共通していることが明らかになりました。 

特別支援学校に通う子の保護者らが「特別支援学校が廃止される」と受け取り不安を募らせて推進会議

を批判していることも浮かび上がり、推進会議としては、今後も関係団体との歩み寄りを図る方針です。 

 

これからの主な行事予定 

◎ ９月３～４日 全肢連全国大会 in 札幌 

◎ ９月２６日 宮崎市障害者スポーツ大会 in はんぴドーム 

今年は年に２回も開催されるスポーツ大会。大いに盛り上がりましょう！ただし、暑さ対策には 
くれぐれも万全を喫して参加をお願いします。 

◎ １０月２３日～２４日 九州ブロック大会 in 宮崎 

８年ぶりにブロック大会が宮崎で開催されます。“笑み”と“ゆとり”ある人生を楽しむために♪ 
と題して、基調講演とにシンポジウムを予定しています。初日の基調講演には綿先生。二日目

のシンポジウムには戸敷市長にも参加を頂き、将来の街づくりについて語り合います。 

◎ １１月３日 宮崎市福祉祭り in フローランテ宮崎 

去年は皆さんのご協力のおかげで手作りカレーが大盛況だったけど、今年はさて、何にする 
かなぁ～？！  アイディア募集中でぇ～す。 

 


