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３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♪ 

長野 誠也さん（３月１日・在宅）            都甲 政明さん(３月２日・発達支援センター) 

赤澤 昌文さん（３月２日･まごころ園)           島田 百合香さん(３月５日･療育センターＢ型) 

黒田 芽衣さん（３月６日・清武せいりゅう支援学校）金丸 貴広さん（３月１３日・発達支援センター） 

橋口 美智代さん（３月２４日・在宅）          川野 真康さん（３月２９日・在宅） 
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宮崎市祇園１－５０ 宮崎市心身障害者福祉会館２階 

編集責任者 山元 弘道 
電話／FAX ０９８５－３１－２８３０ 
ブログ： http://blog.canpan.info/oyatubame 

「初心者マークの通所生活」 

昨年の３月に、支援学校の高等部を卒業してから。つうしょせいかつがはじまり、もうすぐ１年が 

たとうとしています。 

今は、５か所の通所を利用しています。 

毎日違う通所へ行っています。毎日、変わる職員さん、利用者さん、そして過ごす場所が変わる 

中での通所生活となっています。 

子どもにとって、この選択はどうなのかな？これでいいのかな？と今でも自問自答している 

毎日です。 

我が子は、重複障がいがあり、話すことができません。 

ある通所で利用者さんが、「僕はここに来てよかった」と話されたのを聞いて、我が子はどうだろう？ 

と思いました。 

それぞれの通所での連絡帳の内容で、楽しんでいる様子がわかるとホッとします。 

通いはじめた４月、５月は、今までの学校生活から、がらりと生活が変わったので、体調を 

崩しがちでしたが、今では笑顔もたくさん見られ、体調の良い日が多く安定しています。何よりです。 

誕生日の週には、毎日が誕生会となりケーキやプレゼントやメッセージカードを頂きました。 

メッセージカードには、暖かい言葉が書かれていて、とてもうれしい気持ちになりました。 

また、今年は初詣に通所の活動の中で参加できました。小さい頃に連れて行って、何十年と長く 

初詣に連れていけていなかったので、うれしかったです。 

通所での良いところもたくさんある中、気になるのは、車椅子から降りると動き回るので、 

どのくらい車椅子に座っているのかは気になるところです 

今は、受給量の単位(１単位＝４時間)を数えながら、利用する単位がオーバーしないように、 

利用計画を立てています。 

これからのお思いとして、私たち親が見られなくなったときに、過ごす場所が決まっていると 

安心して通所生活ができると思います。今の思いは、グループホームのような小規模は 

生活空間で生活していけたらいいなぁ～と思います。 

                                                  ぱぱんだママ 

 



今こそ、煩悩を脱した悟りの 

境地が必要！ 

４月２３日の彼岸（ひがん）とは、煩悩

を脱した悟りの境地のことで、煩悩や

迷いに満ちたこの世をこちら側の岸

「此岸」（しがん）と言うのに対して、向

う側の岸のことを「彼岸」といいます。 

「彼岸会（ひがんえ）」は、雑節（季節

の移り変りを、より適確に掴むために

設けられた、特別な暦日のこと）の一

つで、春分・秋分を中日とし、前後各

3 日を合わせた 7 日間のことで、この

期間に行われる仏事のことを言いま

す。暦の上では最初の日を「彼岸の

入り」、最後の日を「彼岸明け」とい

い、地方によっては最後の日を「はし

りくち」という地方もあるそうです。 俗

に、中日に先祖に感謝し、残る 6 日

は、悟りの境地に達するのに必要な 6

つの徳目、六波羅蜜を 1日に 1つず

つ修めるためとされています。 

では、お彼岸の由来はというと、実は

彼岸会法要は日本独自の習わしで

あり、現在では彼岸の仏事は浄土思

想(阿弥陀仏の極楽浄土に往生し成

仏することを説く教え)に結びつけて

説明される場合が多くみられ、浄土

思想で信じられている極楽浄土（阿

弥陀如来が治める浄土の一種）は西

方の遙か彼方にあると考えられてい

ます。 

春分と秋分は、太陽が真東から昇り、

真西に沈むので、西方に沈む太陽を

礼拝し、遙か彼方の極楽浄土に思い

をはせたのが彼岸の始まりであるとい

われています。 

もとはシルクロードを経て伝わっ

た、生を終えた後の世界を願う考

え方に基づいており、心に極楽

浄土を思い描き、浄土に生まれ

変われることを願ったもの（念仏）

と理解されているようです。 

はじめは天皇の詔として始められ

た行事だったようですが、いつの

時代も人として、生を終えた後の

世界への関心の高いことは同じ

であり、いつの間にか生を終えて

いった祖先を供養する行事として

定着するに至ったようです。 

それにしても、今の政治家を見て

みると、正に煩悩や迷いに満ちあ

ふれた「此岸」状態であると思い

ます。 

一日も早く、国民のために「彼岸」

(煩悩を脱した悟りの境地 )で、 

政治を司って欲しいものです！ 

会長 山元 弘道 
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季節ごとに変わる「ぼたもち」

の呼び名とその由来 

通常、「ぼたもち」は春に「牡丹餅」、秋に

「御萩」と呼ばれますが、実際には夏と冬

にも正式な呼び名があるのをご存知でし

たか？ 

春＝ 牡丹餅 

牡丹の花が咲く季節、すなわち春の彼

岸に、神仏や先祖への供物とされた小

豆あんの様子を、牡丹の花に見立てたこ

とから。和漢三才図会には「牡丹餅およ

び萩の花は形、色をもってこれを名づく」

と記されています。 

夏＝ 夜船 

ぼたもちは、もちと作り方が異なるため、

「ペッタン、ペッタン」と音を出さずに作る

ことができるから、隣に住む人には、い

つ搗（つ）いたのか分からない。そこで、 

「搗き知らず」→「着き知らず」と言葉遊

びをして、夜は暗くて船がいつ着いたの

かわからないことからいわれています。 

秋＝ 御萩 

牡丹餅と同じく、小豆あんの様子を秋の

彼岸の時期に咲く萩の花に見立てたこと

からいわれています。 

冬＝ 北窓 

夜船と同じように、「搗き知らず」→「月知

らず」と言葉遊びをして、月を知らない、

つまり月が見えないのは北側の窓だ、と

いうことから北窓といわれています。 

なんだか面白いですね♪ 

目次 

今こそ悟りの境地を！ 

障がい福祉施策の行方 

お知らせ 

みんなの広場 

会員消息 

 

江戸時代雛祭りは「五節句」のひとつとして「祝

日でしたが、明治 6年の新暦採用の時に「五節

句（＝雛祭り）」が祝日廃止となって、さらに「国

民の祝日」より「皇室の祝日」色が濃くなったた

め、戦後になって新たに祝日を作ろうとする動

きの中で、祝日制定にあたり最終的には 5月 5

日の端午の節句を祝日（こどもの日）とする案

が採用されました。それは北海道・東北をはじ

め寒冷で気候の悪い地域の多い時期を避け、

全国的に温暖な時期の 5月にしたというのが大

きな理由だとか。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A9%E6%82%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A9%E6%82%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%9F%E3%82%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A4%E5%B2%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A3%E7%AF%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A3%E7%AF%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E5%88%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E5%88%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E6%B3%A2%E7%BE%85%E8%9C%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E6%80%9D%E6%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E6%80%9D%E6%83%B3
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%A5%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%A5%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%80%E7%94%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E4%BB%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E4%BB%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E6%B5%84%E5%9C%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%BC%A5%E9%99%80%E5%A6%82%E6%9D%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%BC%A5%E9%99%80%E5%A6%82%E6%9D%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A4%E5%B2%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A9%E6%82%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%9F%E3%82%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A1%E4%B8%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%BC%A2%E4%B8%89%E6%89%8D%E5%9B%B3%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%AF%80%E5%8F%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9D%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9D%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%9A%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%885%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%885%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%AF%E5%8D%88
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内閣の支持率が２０％を下回る現政権下で最低支持率となってしまいました。 

誰のための政治か、政局論争より国民のための政策論争を真剣に願いたいですね！ 

社会保障・税番号～2015年
から利用開始の方針 
社会保障と税に関わる共通番号制度の

導入を目指す政府の実務検討会は、制

度の基本方針をまとめた。2014年６月に

国民一人ひとりに番号を付け、2015年１

月から利用を開始する方針を明記。１月

31日の政府・与党の社会保障改革検討

本部で正式決定した。 

政府は３～４月に社会保障・税番号の要

綱、６月に大綱をまとめ、今秋の臨時国

会へ「番号法案(仮称)」提出を目指す。個

人情報保護のため、第三者機関の設置

(2014年１月)や関係法令の罰則強化など

の検討も進める。 

共通番号は、まず年金、医療、福祉、介

護、労働保険の社会保障分野と税務分

野で利用し、将来はその他の行政サービ

スにも対象を広げ、各分野の既存の番号

はしばらく併存する。 

個人に割り当てるのは住民基本台帳ネッ

トワークを利用した新たな番号で、中長期

の在留者や特別永住者ら外国人も対象

となる。当面、個人への付番は総務省

が、法人への付番は国税庁が担うが、将

来的には歳入庁を創設して担うことを検

討している。 

本人確認には、券面に番号を記入したＩ

Ｃカードを用い、年金手帳、医療保険証、

介護保険証の機能を一体化する。個人

番号の名称は国民から公募して決める。 

制度導入により所得を正確に把握できれ

ば、公平・公正な徴税に加え、所得比例

年金制度の創設など、きめ細やかな社会

保障サービスの実施が可能となる。また、

医療保険や介護保険の自己負担の上限

に達した場合、立て替え払いせずにサー

ビスを利用できる。一方で個人情報が漏

れることへの懸念を考え、政府は個人情

報保護と情報連携基盤技術について検

討する二つのワーキンググループを設

け、５月に一定の結論を出す方針。 

障害者基本法の改正案、 
関係省庁とすりあわせ難航 
改正障害者基本法案要綱案が２月７日開催の

今国会提出に向け、障がい者制度改革推進

会議で示される予定が、政府案がまとまってい

ないことから、会合は順次延期された。改正法

案の作成段階で、関係省庁とのすり合わせが

難航しており、概要を示せる状況になかったこ

とがその原因となっている。 

昨年の12月17日に推進会議では、障害者権

利条約の批准を目指して基本法改正に向け

た「障害者制度改革の推進のための第２次意

見」をまとめ、教育、労働、医療、交通や情報

のアクセスなど各施策について「政府に求める

事項」を述べているが、この意見と、関係省庁

の見解には開きがあり、どこまで障害者らの求

める内容の改正案にするかが焦点となってい

る。しかし、政府は３月中旬の法案提出を目指

しているにもかかわらず、どこまですりあわせ

が整うのか全くメドがたっていない。 

一方、これに伴う国会議員の動向としては、民

主党の障がい者政策プロジェクトチーム 

が省庁ヒアリングを行ったり、超党派の国連障

害者の権利条約推進議員連盟が省庁の幹部

と障害者団体を呼んで総会を開いたり、働き

かけをしている。 

改正自立支援法施行へ～ 
全国厚生労働部局長会議 
厚労省は、全国厚労関係部局長会議を開き、

平成23年度予算案と事業の執行方針を説明

し、小林正夫・厚労政務官は、平成23年度予

算案について「大変厳しい財政状況の中、国

民の安心や幸せにつながる予算を確保でき

た」と評価。「成長力を支える“トランポリン型社

会”を構築する」と強調。重要施策に①子ども

手当の引き上げ、②保育サービスの充実、③

求職者支援制度の創設、④介護分野の24時

間地域巡回型訪問サービス、⑤最低賃金の

引き上げに向けた支援などを挙げ、「厚労省

は地方公共団体の理解と協力を得ながら施策

を進めていくことが第一に、信頼関係の構築

に努めていきたい」と協力を呼びかけた。 
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平成２３年度活動方針(案)について 
先月の親ツバメで、新年度活動指針をご案内しましたが、４月に開催します総会にて、下記の内容の

活動趣旨を上程させて頂く予定にしています。皆様のご意見やご希望がありましたら、３月末までに、

皆様の忌憚のないご意見をお寄せください。 

活動趣旨（案） 

宮崎市肢体不自由児・者父母の会は、療育の場、支援学校、在宅支援など障がい児に対する福祉

の向上を目指して結成されてから早５０余年。時代の流れとともに重度重複化する障がい、親と子の

高齢化と社会環境の激変と福祉施策の転換期を迎えるいま、ノーマライゼーション社会を実現するこ

とが父母の会活動の原点であることを再認識することが必要であると考えます。 

そして、障がいも健常も存在しない。だれもが「いのち」を大切に「安心」して「安全」に「こころ健やか」

に暮らせるまちづくり。そして、人間としてそれぞれが尊重しあえる“笑み”と“ゆとり”ある社会を実現さ

せるために、まずは私たちひとり一人がそれぞれに「心」の変革にチャレンジすることから始めなくて

はならないと考えます。 

具体的な活動内容としては、 

１． 障がい福祉制度の改革に対応する研修会・他県施設見学会の開催 

２． 従来からの会員参加事業（療育キャンプ、福祉祭り、クリスマス会、成人を祝う会など） 

３． 父母の会の活動内容の PRならびに会員の拡充 

なお、皆様方のご意見は、担当理事もしくは事務局までお寄せください。よろしくお願いします。 

 

 

 

通常総会開催日決定！ 
今年の通常総会は、下記の日程で開催することが決定しました。 

日時：平成２３年４月２１日(木曜日) 午前１０時３０分～ 

場所：宮崎市総合福祉センター２階、視聴覚室 

総会終了後は、研修会を開催しますので、万障繰り合わせてのご参加をお願いいたします。 

研修会内容につきましては、別途ご案内をさせて頂きます。 

なお、全員の皆様に総会参加についてのご案内とご欠席の場合の委任状を前もってお送りします 

ので、全員総会議決にご参加を頂きますようお願いいたします。 

 

２０１１宮崎シーガイア 

ジョギング・ユニファイド大会 参加者募集♪ 
今年で２６回を迎える恒例の宮崎シーガイア・ジョギング・ユニ

ファイドが４月２９日に開催されます。  
ジョギングとウォーキング部門があり、昨年はウォーキングの部

に参加をしましたが、とても楽しい一日を過ごせました。 

参加者には大会参加証とフローランテ宮崎の場内での、郷土

料理が準備されています。 

ゴールデンウィークの最初の祝日ですが、大いに日頃の運動

不足補い、楽しい一日をすごしませんか。 

申込み締め切りは、 ３月２１日(月)。 事務局まで 
申し込んでください。 後日大会事務局より参加証が郵送され

てきます。奮ってのご参加お待ちしていまぁ～す♪ 

 


