
また、睡眠にまつわる諺で、早

起きは病気知らず！早寝早起
きは三文の徳！などという諺が

ありますが、化学的にも成長ホ
ルモンの分泌や皮膚の形成が

盛んに行われるのは、睡眠中の
午後１０時から午前２時ころから

行われていることが確認されて
いて、また、疲れた脳を休ませ

活性化するためには、睡眠は絶
対に必要なのです。 

つまり睡眠をとるということは、健

康や美容のためにも、そして活
力生活を営むためにも、しっか
りと質のよい睡眠をとることが、

必要不可欠なことなんですね。 

社会環境の大きな変化で、私た

ちの生活リズムは大きく崩れて

しまっていると思います。 

今一度、質のよい睡眠をとるた

めの工夫を心がけられ、健康で

“笑み”と“ゆとり”ある人生を大
いに楽しんで頂きたいと思いま

す。 

 

会長 山元 弘道 
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１１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♪ 

荒木 悠来さん （１１月１日・発達支援ｾﾝﾀｰ）  松田 綾音さん （１１月５日・くろしお支援学校） 
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浅賀 俊裕さん （１１月１２日・在宅）        野口 晃聖さん （１１月１４日・清武せいりゅう） 

中山 真彰さん （１１月１５日・こども療育ｾﾝﾀｰ） 米澤 順子さん （１１月１６日･在宅） 
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七五三  

子供のこれまでの成長を

祝い、さらなる今後の成長

を祈念して神社・氏神に詣

でる行事。七五三の祝い

（しめのいわい）とも呼ば

れ、現在は主に１１月１５

日に行われることが多い。 

  男児は三歳・五歳  

  女児は三歳・七歳  

現在は、単なるお祭り化し

てきてしまっているけれ

ど、医療が十分発達して

おらず子供の死亡率の高

い時代には、節目節目で

子供の成長を感謝するとと

もに、今後も無事に成長

するように神を祭って祈っ

たとされています。 

 このように歳祝いは目出

度いから祝うと言うだけで

なく、祝うことで目出度い

睡眠 

お布団から抜け出るのがだんだん

億劫になる季節になってきました

が、睡眠は私たちが生きて行くうえ

で、非常に大切で不可欠な生命維

持活動であること、意識したことあり

ますか？ 

睡眠の占める割合は人生の凡そ三

分の１、９０歳まで生きるとして計算

した場合、眠りの世界にいる時間は

２６２，８００時間、年数にすると３０年

という年月を、人生を通して寝てい

るということになりますが、この数字

を見ると、寝るのがもったいない！

もっと有効に使えないものかと考え

る人もいらっしゃるかもしれません。 

人は、というより生きているものは、

なぜ眠るのかなぁ～？っと考えたこ

とありますか？ 

それは、私たちが眠っている間に、

身体や頭の疲れを癒し、明日への

活力を養うために、全身の細胞が

活発に働いているわけで、睡眠は

健康の大きな源の一つだからなの

ですね。 

では、眠らなかったらいったいどうな

って、いったいどれくらい眠らずに

いることが出来るのでしょうか。 

なんとそれを実験した人がアメリカ

のディスクジョッキーにいました。眠

らずにしゃべり続ける公開放送の実

験に挑戦したところ、なんと不眠記

録は１１日、時間にして２０１時間で

その挑戦は終了したそうです。そし

て自然に眠り込んでしまい、１５時

間後にさっぱりとした顔をして目覚

めたという記録が残されています。 

へぇ～～！ 

我が家の風景 
その１． めくられないカレンダー 

１枚もやぶられていない今年のカレンダー 

娘の机の前に年がかわると新しいカレンダーをかけるが、やぶってめくられる事はない。 

そんなカレンダーが４年分５本ある。 嵐のカレンダー。 厳密に言うと松本潤のカレンダー。 

月ごとに素敵な笑顔で見つめてくれるこのカレンダーは、飾るものではないと知ってはいるようだが 

娘にとってはそれ以上のものらしい。 まして大切なカレンダーをやぶるなんて「私はできない！」 

らしい。 

その２． 今年も１８段 

私のお腹ではない。生活居住の為に、娘をおぶって上がる階段のことである。 

数年前も３年間そうやってきたのだが、昨年から２度目の階段生活をしている。 

５０をこえた今回、少々不安はあったが、順調だ。前回以上にコツを覚え早く昇降できるように 

なった。りっぱな腰に産んでくれたははに感謝の毎日である。 柳腰！？ 本当はうらやましい。 

その３． ママレードボーイ 

好きな物事には、徹底している娘。小１からずっとみているアニメ「ママレードボーイ」 

情報をあつめ、許されるかぎり収集する。グッズ、ビデオ、声優についてもしかり．．．．。 

そのビデオ全巻１７もやっとの思いで以前買った。が今や DVDへ変わりどうしたものか迷っている。 

すでに廃盤になっているこの DVDはプレミアがつき１０万円以上する。 

動画で断片的に見ている娘。それを見てみぬふりをする母である。 

その４． メードのママ 

何かあるごとに私を呼びつける２人の娘と夫。 

たまには「はいはい、メードがすぐに参りますよ。」と低姿勢で接する。 するとバツが悪そうに 

苦笑する。 

ママは決めました！！ 上で書いたママレードボーイにあやかり「ママメードグレースＫ」。 

グレースをつけたのは、思いつきのプライドだ。 

いつでもお呼びください。 ご主人様方。 

                                             「ママメードグレースＫ」 

冬紅葉 

大方の葉が散った枝に残る
紅葉。初冬の陽光に秋の名

残の色を見せる葉。 
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さて、自立支援法が廃止され、障害者総合福祉法へと方向転換為されるべく、 

議論が進められてはいるけれど、現政権が転覆したらいったいどうなるの？？ 

  

 障害者権利条約と特別支
援教育～文部科学省 
文部科学省は10月18日、障害者権利条

約の理念を踏まえた特別支援教育の在り

方について、障害者団体や教職員組合

など計10団体からヒアリングが行われた。 

中央教育審議会初等中等教育分科会の

下に設けられた特別委員会では現在、権

利条約が規定した「インクルーシブ教育」

への見直しが検討されているが、主に普

通学校や特別支援学校の校長などが委

員を占めているため、関係者に意見を聞

く場が設けられ、文科省は聞いた意見を

今後、特別委員会へ報告される。 

ヒアリングの論点は①現行の特別支援教

育②文科省の調査研究協力者会議の提

言③障がい者制度改革推進会議の意見

の評価方法。日本障害フォーラム（ＪＤ

Ｆ）、障害者権利条約批准・インクルーシ

ブ教育推進ネットワーク、日本教職員組

合は「権利条約の規定や策定された経緯

を踏まえれば推進会議の意見が妥当」と

主張したが、改革を望まない声もあった。 

推進会議の意見は、障害の有無にかか

わらず地域の小中学校に就学して普通

学級に在籍することを原則にし、学校で

必要な支援をするとともに、特別支援学

校を選択することもできる仕組みに改めよ

うというもの。 

普通学級を希望しても拒否されるケース

などがあり、障害の有無で異なる取り扱い

をすることは差別だとしている。 

今後の動向が気になるところです。 

新体系移行問題、議論に～ 
障害者制度改革総合福祉部会 
障害者総合福祉法（仮称）を検討している政

府の障がい者制度改革推進会議総合福祉部

会は、９月21日の第７回会合で利用者負担の

在り方などについて議論が行われた。方向性

として「応益負担は廃止」との意見は固まって

いるが、代案はまだ整理できていない現状。 

また、障害者自立支援法は平成２４年３月まで

に旧法施設から新体系事業へ移行することに

しているが、「平成２５年８月までに障害者自立

支援法を廃止し新法を実施する」という方針の

もとでは廃止される法律の体系に移行を促す

ことになる点が議論を呼んだ。同日の会合で

特に議論となったのは、「どのような利用者負

担の仕組みにするか」や「自立支援法のサー

ビス体系平成24年３月までに移行することにな

っている問題をどうするのか」であった。 

利用者負担に関しては、応益負担を廃止する

姿勢で一致しており、構成員からは「応益負担

は障害を個人の責任とする制度である点が発

想の誤り」「低所得者に過度の負担となった点

も問題」と批判が相次いでだされた。 

今年４月から福祉サービスと補装具について

は低所得者の負担が無料化されたことを評価

する意見は多く、「自立支援医療についても早

く軽減措置を講じてほしい」との声が多く上が

ったが、ただ、総合福祉法ではどのような負担

の在り方が望ましいのかは、「障害ゆえにかか

る費用は所得に関係なくすべて無料とすべき」

との考え方を示す構成員が多い反面、「応能

負担とすべき」「持続可能な制度とするには受

益者負担も一定程度取り入れるべき」などの

意見もあり、まだ代案は提示できていない。 

“笑み”と“ゆとり”ある人生を楽しむために♪をテーマに、障がいがあろうがなかろうが地域に普通

に暮すためには、どうすべきか。九州８県から凡そ４００名の皆様と真剣な論議が、１０月２３～２４

日の二日間サンホテルフェニックスで開催され、全国に向け大会宣言が発せられました。 

また、ふれあい広場では、構想半年、宮崎大学医学部看護学科の学生諸氏により、ハロウィンワ

ールドと題して、お菓子の家作り、ハロウィンの世界、自由にアートと題して、とっても楽しい二日

間を過ごすことが出来ました。 ご参加を頂きました皆様。そして、準備に奔走していただきました

スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。 

                大会は、しなやかで華やかなフラダンスが、とても和やかな雰囲気をか

もし出すなかで、宮崎大会の幕が切って落とされました。 

                大会式典は、宮崎県、国会議員、宮崎市、福祉関係、そして全肢連 

からのご来賓をお迎えして、盛大にとりおこなう事ができました。 

                そして、なんと言っても、大会の目玉である基調講演は、 

文京学院大学教授 綿 祐二先生による 

「障がいがあっても普通に地域で生活するためには」 

と題した綿先生が涙ながらのお話に、場内は共感と 

感動、そして涙のとっても感激的な基調講演でした。 

また、夜の情報交換会では、こどもひょっとこ踊りを 

皮切りに、九州各県の余興で大いに盛り上がり、参加 

者が一体化しとても盛り上がった楽しいひと時でした♪ 

これからの主な行事予定 
◎ １１月２０日 九州ブロック指導者研修会 in 鹿児島 
全肢連主催による指導者研修会が今年は鹿児島市で開催されることになり、市父母の会か

らも２名ほど研修会に参加することになりました。 

◎ 冬の療育キャンプ開催予定  参加者募集中♪ 
予定日 → 平成２２年１２月４日～５日  

場 所 → 清武蹄跡の森乗馬クラブ・サンホテルフェニックス 

参加費 → 親子２人で一泊２食付 ５，０００円 

      家族参加大歓迎！ （参加費別途） 

申込人数→ １０家族（定員になり次第締め切ります。） 

今年の夏に予定していた県北の療育キャンプが中止となったことから、 

１２月４～５日の予定で、県北ならびに県南在住者対象に開催を 
予定しています。 

清武で乗馬体験を楽しんだ後に、サンホテルフェニックスでの食事、夜のレクリエーション、 
そして５日は保護者研修会と子どもはボランティアによるレクリエーションで楽しいひと時を 

過ごしていただきます。 
お問合せ・参加申込は、県肢連事務局 電話 ０９８５－２７－２８６７まで。 

※県北もしくは県南にお住まいの対象者をご紹介ください。 11 月 20 日締切り 

障害者基本法改正、条文のたたき台示す～内閣府 
内閣府は10月12日、障がい者制度改革推進会議の第21回会合で、障害者基本法の総則部分に

ついて抜本改正後の条文のイメージを示した。法の目的として障害者が権利の主体であることを明

確にすること、「障害」を幅広くとらえ谷間を生まないような定義にすることなどが眼目だ。こうした方

向性は、これまでの推進会議の議論で既に定まっているが、どのような書きぶりにすれば意図を反

映した条文になるかが次の課題で、文言も含めより具体的な検討の段階に入った。 

 

 


