
現在、記録に残っている最も

古い日本のお盆行事は、６０

６年に当時の推古天皇によっ

て行われたものだと言われて

います。 

これは個人的な推測ですが、

やはり推古天皇が１年に２回

の行事を行っている事から、

こうした農耕儀礼としての日

本のお盆行事は、これよりも

早くから存在していたのでは

ないかと考えられます。 

 

さて、皆様は今年のお盆はど

のようにお過ごしの予定でし

ょうか。 

 

お盆と正月。たまにはお墓の

掃除に汗したら、なにか良い

ことがあるかもしれませんよ。 

ただし、くれぐれも熱中症に

は気をつけてください。 

 

会長 山元 弘道 
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８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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盆踊り 

先祖の霊が帰った後に

は、盆踊りが踊られます

が、盆踊りは元々、平安時

代の僧侶達がお経を唱え

ながら仏像の周りをぐるぐ

る回る、行道と呼ばれる修

行の１つだったと考えられ

ています。それが後に空

也上人という僧侶によっ

て、「踊り念仏」として確立

されたとされています。 

つまり、念仏を唱える事で

死者の霊を供養あるいは

救済する、という役割を持

っていた「踊り念仏」は、や

がて一遍という僧侶によっ

て、一般の人々にも広めら

れる事になり、それが後

に、盆踊りへと進化したと

考えられています。 

お盆 
 

お盆は一般的に仏教の行事だと受

けとめられていますが、仏教の教義

だけでは説明できない部分もたくさ

んあるようです。これは、古くから日

本に存在していた祖霊信仰にまつ

わる民俗行事に、仏教行事の「盂

蘭盆会」が後に合わさったからでは

ないか、と考えられているようです。

日本には古くから、一族の死者の

魂がやがて一族の土地の守護神と

なり、豊かな実りをもたらしてくれる

と考える、祖霊信仰というものがあり

ました。 

また、いつ頃から行われていたかは

分かりませんが、１年に２度、初春と

初秋の満月の日に祖先の霊が子孫

のもとを訪れて、交流する行事があ

ったと言われています。 

この行事の内、初春に行われてい

たものが後に正月の行事となり、初

秋に行われていたものが盂蘭盆会

と結びついて、仏教の行事として行

われるようになったのではないか、と

考えられているようです。 

こうした行事の日程が旧暦に基づ

いていたことを考えると、初春の行

事は現在の２月頃、初秋の行事は１

０月頃行われていた事になり、田植

えの準備が始まる時期や、稲の収

穫の時期とほぼ重なっている事か

ら、お盆は日本の稲作文化の中か

ら生まれて来た祖霊信仰の上に成

り立った行事、と考えてよいのでは

ないでしょうか。 

２０１０．麻由子 7 月 30 日のメール日記 

お姉ちゃん。おはようございます。 

昨日お母さんが荷物をおくったみたいです。 

こんど新しい極上めちゃモテ委員長の新曲のＣＤ出るのでアマゾンでおとしてください。 

◎◎さん 

メールありがとうございます。誕生日を覚えててくれてありがとうございます。とっても嬉しいです。 

HD 先生 

メールありがとうございます。 

こちらこそ私の誕生日を覚えててくれてありがとうございます。私は、誕生日のプレゼントは、 

かってもらっていません。私は、毎日楽しく過ごしています。 

お母さん 

お父さんがビールがないのでかってきてとゆっていました。あとチョコレートをかってきてください。 

IK さん 

メールありがとうございます。あおしまは、くもったりはれたりでした。私は、音楽は、嵐のうたを 

ききます。あとは、アニメのうたをききます。 

MM ちゃん  

メールありがとう。 お仕事頑張ってください。  

F おばちゃん 

おはよう。お中元ありがとうございます。お中元のお菓子をほぼ私が食べました。 

コーヒーは、毎日あさのんでいます。 

おぼんにかぞくでかえってくるそうですね。あえるのを楽しみにしています。 

お姉ちゃん 

メールありがとうございます。お勉強がんばってください。嵐の CD をおくる前に 

私にメールくれないかな？ みやざきに帰ってきたらなにがたべたいですか。 

麻由子より 

 

初秋の空に天の川の両岸に牽牛星

と織女星が見れる季節。 

牽牛花（けんぎゅうか）と牽牛子（けん

ごし）牽牛といえば七夕の一方の星

だが、牽牛花と言えば朝顔の別名。

牽牛子は朝顔の種子とそれを乾燥さ

せた生薬の名となるのだぁ～。 
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ようやく非常事態宣言が解除され、あとは8月27日の終息宣言を待つばかり。懸念されていた 

全国高総文祭が無事に開催されたことは、とても喜ばしいことですね。 ほっと一安心す。 

☆ 障害者の制度改  
～ 基本方針閣議決定 

政府は６月29日の閣議で、障害者制度改革の基本

方針を決定。障害者らが参画する「障がい者制度

改革推進会議」が６月７日にまとめた第１次意見書

の内容を反映し、障害者権利条約の批准に向け国

内法整備を集中的に進めることに。 

閣議決定されたのはいわゆる工程表に当たる制度

改革の方向性と進め方に関すること。横断的課題

については①障害者基本法の抜本改正(2011年法

案提出)②障害者差別禁止法の制定(13年法案提

出)③障害者総合福祉法の制定(12年法案提出、13

年８月までに施行) の３本柱。 

11項目の個別分野についても、「労働・雇用」に関

しては福祉的就労への労働法規適用の在り方、職

場での合理的配慮確保のための検討課題、「教育」

に関しては障害のある子とない子が共に教育を受

けるインクルシーブ教育システムを構築することが

検討課題だとして、各々11年から13年にかけて順

次結論を出していくことを工程表に盛り込まれた。 

これらの方針は、「障害者ら自ら選択した地域で自

立した生活を営むことを実現する」「障害者が日常

生活や社会生活で受ける制限は、社会の在り方と

の関係によって生ずるものという視点で障害の定義

を見直す」などとした第１次意見書に沿って検討す

ることを前提に、閣議決定された。閣議に先立ち、

菅首相は、｢第１次意見書を最大限尊重する。支え

合いのネットワークから誰１人として排除されること

のない社会の実現は大変重要なテーマ」と述べた。 

 

介護職のたん吸引 
法制度と研修の検討開始 

厚生労働省は７月５日、「介護職員等によ

るたんの吸引等の実施のための制度の在

り方に関する検討会」(座長＝大島伸一・

国立長寿医療研究センター総長)を立ち

上げた。これまで一定の条件を満たした

場合にヘルパーや介護職員がたんの吸

引などを行うことを例外的に認めてきた

が、今後は普遍的な法制度と研修の確立

が不可欠と判断。８月に中間報告をまと

め、モデル事業の実施方法を決める。長

妻厚労大臣は２０１１年の通常国会にも関

連法案を提出する意向を表明。 

現在、「医師、歯科医師、看護師等の免

許を有さない者による医業」は医師法など

で禁じられ、０５年７月の厚労省医政局長

通知は医業を「医行為を反復継続する意

思をもって行うこと」と規定。何が医行為か

はあいまいだが、たんの吸引は医行為と

され、ヘルパーや介護職員が業務として

行うことは禁じられている。 

しかし、医政局は０３年７月、在宅療養す

るＡＬＳ患者に限り、家族以外(ホームヘル

パーなど)によるたんの吸引を条件付きで

容認する旨を通知。０４年９月には盲・ろ

う・養護学校、０５年３月にはＡＬＳ以外の

在宅療養患者・障害者・１０年４月には特

別養護老人ホームについて同様に認め

てきた経緯がある。 

 
これらの痰の吸引はいずれも原則として違法ではあるが、一定の条件のもとで例外的に認める「違法

性阻却」という論理によるもの。今回の検討会では、「原則違法」という解釈を改めるのか、「原則違法」

としつつ法律上の根拠によりたんの吸引をできるようにするのかが注目されている。 

同日の会合では、委員が自由に意見を述べ、太田秀樹・医療法人アスムス理事長は「たんの吸引自

体は、決してリスクは大きくない」としたが、担い手側は「現場の立場としては不安」(因利恵・日本ホー

ムヘルパー協会長)、「研修を受ければよいということではない」(中尾辰代・全国ホームヘルパー協議

会長)と慎重な態度を示した。 

痰の吸引は、法的な位置付けがあいまいなことがその最大の理由で、「違法性阻却という論理にはか

なり無理がある。たんの吸引を医行為から外すべき」や、「医行為の範囲を見直す良いチャンスだ」と

いった意見が上がった。 

ただ、吸引を医行為から外すだけだと、「原則違法」ではなくなる半面、誰がやっても良いことになる。

それはさすがに危険だと見る立場からは、医行為ではない「生活支援行為」といった類型を設け、そ

の実施条件を定めようという考え方も提示されている。 

今後の動向が注目される。 

 

第４３回全肢連全国大会(北海道大会)  

９月４日～５日札幌市教育文化会館で開催  
◆期 日   平成２２年９月４日（土）～５日（日）  

◆会 場   札幌市教育文化会館 大ホール  

◆テーマ   響け、北の大地から！～地域で、笑顔で、希望のある暮らしに向かって～ 

記念講演「地域で暮らしていける仕組みづくりについて  
     「～相談支援と自立支援協議会の果たす役割について～」 （講師 福岡 寿氏）  
     医療講演「強い身体の緊張緩和のための治療の実情」  （講師 植松潤治氏） 

全国の肢体不自由児・者父母の会の動きについて、次回の親ツバメでご報告させていただきます。 

宮崎市障害者スポーツ大会開催のお知らせ 
毎年恒例の障害者スポーツ大会は、今年は 9 月 26 日(日)に開催 
されることになりました。 残暑厳しい中でのスポーツ大会となりましたが、 

今年は父母の会が幹事役で大会運営をサポートしていますので、多くの 
皆様のご参加をお待ちしております。 

参加申込書は、親ツバメと一緒に配布させていただく予定ですが、事務局にも準備していますの
で、ご遠慮なくお申し込みをお願いいたします。 

◎ 

◎ 
◎ 

◎ 

開催日 

開催時間 
締め切り 

大会会場 

： 平成 22 年 9 月 26 日(日) 

： 午前 9 時半集合 10 時開会 
： 平成 22 年 8 月２０日（金曜日） 

： 市生目の杜 はんぴドーム 

 

第２６回九州ブロック肢体不自由児者父母の会宮崎大会まで 
カウントダウン → ８０日 

８年に１度の持ち回りで開催される九州ブロック大会が、 

いよいよ８０日後に迫ってきました。 
九州各県はもとより、遠くは北海道からの参加者も予定されて 

いる今回の大会。 せっかく宮崎へ来て頂いたからには、 
できるだけのおもてなしで歓迎をしたいと考えています。 

今年は口蹄疫問題で多大なる被害があり、資金的にも非常にきつい年ではありますが、宮崎発の 
新しい障がい福祉のあり方を発信するためにも、是が非でも成功させてなければなりません。 

そのためには、皆様のご協力と多くの寄付金や広告協賛金が必要となってきます。 
皆様のご協力をぜひともお願いいたします。 

 

今後の父母の会のスケジュール 
夏以降の父母の会のイベント計画として、 

◎マリンスポーツ体験 → ジェットスキー試乗体験やクルーザで 

日向灘クルージング 

◎乗馬体験 → 清武の杜をサラブレッドでカッポカッポ  

馬のやさしいゆらぎを堪能。 

などのイベントを企画しています。 

皆さんのご意見やご希望、そしてご予定などをお聞かせくださぁ～い。 


