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１２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♪ 

小林 龍也さん（12月 3日・せいりゅう支援学校） 和也さん(12月 6日・愛泉会) 

椎屋 佑希乃さん(12月 12日･発達支援ｾﾝﾀｰ)  日吉 和美さん(12月 15日･せいりゅう支援学校) 

白水 佑典さん（12月 19日･療育ｾﾝﾀｰ B型）   坂口 玲奈さん(12月 28日･せいりゅう支援学校) 

長友 早紀さん(12月 28日･せいりゅう支援学校) 黒木 小春さん(12月 29日･せいりゅう支援学校) 
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『僕たちは林檎を植える』 

 病室に看護師がやってきて「ずっとオシッコしてないみたいなんですけど」と訊いた 

「ああ、ずっと寝てましたからね」って応えると、「まあ君は寝ている間にオシッコしないんですか？」 

思わず「あなたは寝てる間にオシッコするんですか？」って言いそうになった。 

ショック受けない怒らない 

当たり前のことだけど１９歳のまあ君はオネショなんかしません恋もするし傷つきもする 

普通の若者だってことを理解してくださいね 

とにもかくにも無事退院できてあの笑顔も戻ったけれど、まあ君の喘息を診れるドクターは 

奈須先生と澤田先生だけなのに会うことすら難しい 

たらい回しされても笑って我慢 現場の医師たちをせめるつもりはない 

この国のシステムが明日の医療をより良くするために今日の医療を犠牲にしているだけ 

それでも諦めるわけにはいかない 

この子たちが安心して暮らせる環境を探し続ける 

たとえ明日世界が滅ぼうとも、私たちは今日林檎を植える 。 

いつか実ることを信じて！ 

                                                  青ケロ  

お 詫 び 

11 月の誕生者紹介の欄で、４名の会員の方のお名前が枠外に消えてしまっており、皆様にご紹介を

させて頂くことが出来ませんでした。お詫びして改めてご紹介をさせて頂きます。お誕生日おめでとう
ございました。 

和田 桂一郎さん（１１月１７日・発達支援ｾﾝﾀｰ） 黒木 杏菜さん（１１月２１日・在宅） 

加賀美 陸さん（１１月２４日･発達支援ｾﾝﾀｰ）  井島 幸代さん（１１月２７日・発達支援ｾﾝﾀｰ） 

 



最近のお歳暮は、デパートから

宅配されることが多いものです

が、出来ればきちんと風呂敷に

つつんで、お世話になった方の

ご自宅を伺って感謝の意を伝え

たいものですね。 

また、下手な鉄砲ではないです

から、数撃ちゃ当たる的な贈り

物ではなく、本当に感謝したい

少数の方々に心を込めて贈りた

いものです。 

という私は、この記事を書きなが

ら、今まであまりにもお中元やお

歳暮といった慣わしに無頓着で

過ごしてきたので、これからは、

お世話になった方々には、きち

んと感謝の意を込めて贈り物を

しなければと、いまさらのように

反省した次第です。 

 

会長 山元 弘道 
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煤払い（すすはらい） 

江戸時代には、毎年１２月

１３日の事始めの日に煤払

い（すすはらい）を行って

いたそうです。 

始まりは平安時代から江

戸時代の始めまで長く使

われ続けた宣明暦の２８宿

による占いによると考えら

れ、お上がこの日煤払い

をすると言うことで、お上の

お膝元、江戸の街でも次

第にこの 12月 13日に煤

払いを行う風習が定着し

ていったと推測されます。 

そして後に 12月 13日と言

えば煤払いと連想されるま

でになってしまいました。 

 

お正月事始とお歳暮 

月日の経つのは早いものですね。

いつの間にか師走を迎えることにな

りました。 

年の瀬といえばお歳暮。盆暮れの

挨拶にと、お世話になった方々に

贈り物をする慣習があります。 

では、お歳暮とはなにか。 これは、

歳暮の礼を略したものだそうです。 

この頃に贈り物をするのは、年末か

ら年始にかけて先祖を祭り、歳神を

迎えるという祭事への供え物を贈る

ものでした。 

元々がこうした歳神へのお供え 物

に始まった行事ですので、その贈り

物の内容としては今でも塩鮭、鯣

（するめ）、数の子、干し魚といった

歳神への供え物に適した食品が多

く選ばれました。 

現在では、その本来の目的である

「歳神への贈り物」という意味が忘

れられてきましたので、贈り物の内

容も変化していますが、それでも贈

り物の多くが食品であることなどは、

忘れられた本来の意味の微かな名

残のような気がします。 

お歳暮は、本来の目的が正月の歳

神祭りのお供え物を贈ることでした

ので、贈り物の時期は正月の準備

が始まる頃と言うことで、１２月１３日 

の「正月事始め」の日から１２月２０

日頃までが一般的でした。 

これより遅くなるような場合は、「御

年賀」と表書きを変えたそうですが、

現在でもそんな風に変えているの

かどうかは定かではありません。 

 

松は、「祀る（まつる）」が語源で
あるという説があるほどで、古く
から神の依り代、神と交わる木と
して崇められる木でした。 
松は正に「神を待つ木」だったと
いえますね。 
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最近の政府の色合いが、完全に色あせてしまい、おいおいこれから本当に大丈夫 

かい？！叫びたくなるほど。果たしてこれからの福祉行政の行方がとても心配！  

 

特別支援教育の在り方 

障害者権利条約の目的を達成するに

は、どんな教育制度にすれば良いのか。 
「特別支援教育の在り方に関する特別委
員会」が、年内の中間まとめに向けた議
論を始めた。10月25日の第５回会合で
は、次回、特別委員会の意見を整理した
案が示されることになった。 
これまでの議論を整理する際の視点とし
て、「総論ではインクルーシブ教育を構築

することに異論はないと思う。構築の進め
方として、常に場を共にすることを追求す
るか、それぞれの子に適切なものは何か

という観点で場を提供することで現在の
取り組みを発展させていくか、という点か
ら議論していけば良い」などと述べた。 
また、今回の見直しの焦点でもある就学

先の決め方については「本人・保護者の
みの意見で決めて良いのか、専門家の
意見も聞いて決めるのが良いのか。また
本人・保護者と教育委員会・学校との意
見が一致しない時はどうしたら良いのかも
ポイントだ」とした。 
障がい者制度改革推進会議は、「障害の
ある子は原則として特別支援学校へ、障

害のない子は普通学校へと就学先を分
ける現行の法制度は、障害の有無で異な
る取り扱いをしており、権利条約の規定に
合わない」と意見。特別支援学校も選択
できることにした上で、障害の有無にかか
わらず普通学校へ就学することを原則と
し、普通学校でもニーズに応じた支援(合

理的配慮)が提供されるべきとされた。 
これに対して特別委員会では、学校現場
から「普通学校の受け入れ環境が整備さ
れていない。財政の裏付けはあるのか」
「多忙な職員たちに障害のある子を教育
する専門性を身に付けさせる時間がな
い」「原則が普通学校・学級となったら、

特別支援学校の設置義務や特別支援学
級に教員が付く根拠はなくなってしまうの
か」と混乱した意見が噴出しているが、
「権利条約に適合しているかどうかを考
え、いきなり100点にできなくても、短期
的、中期的に何点取る計画かを国際的に
示すべきだ」との指摘があった。 

テーマ別作業チーム始動～ 
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、10月26日の第８回会合から、テーマごと

に構成員が手分けして論点の整理・検討を行

う「部会作業チーム」が始動した。12月までを

第１期として、「障害の範囲」「選択と決定・相

談支援プロセス」の担当など６チームを編成。

来年１～３月の第２期は「利用者負担」など別

テーマのチームを作る予定。そして論点ごとに

集中的に協議した後、新法の骨格を整理し来

年８月ごろ提言する予定となっている。 

総合福祉法の制定に関して厚生労働省は、

平成25年８月までに施行するため平成24年の

通常国会に法案を提出する予定で、これを目

指し総合福祉部会は来年の夏をめどに新法

の骨格をまとめる方向でいる。 

今回始動した６つの部会作業チームは、①法

の理念・目的②障害の範囲③選択と決定・相

談支援プロセス(程度区分)④施策体系～訪問

系⑤同～日中活動、グループホーム・ケアホ

ーム、住まい方支援⑥同～地域生活支援事

業の見直しと自治体の役割の分野を担当。 

例えば「障害の範囲」に関しては①障害者権

利条約に基づく制度の谷間を生まない障害の

定義と対象規定、②障害者手帳を持たない人

たちを排除しない手続き規定が論点となる。 

また、「選択と決定・相談支援プロセス」の作業

チームでは①障害程度区分を廃止し、大まか

な障害状況の把握が可能となる物差しへの切

り替え②生活上のニーズを重視した新たな支

給決定のツール開発③本人中心の計画づくり

とていねいな支援などが論点になる。 

施策体系に関しては「訪問系」の作業チーム

が長時間介護を必要とする障害者の地域生 

活支援、移動の権利の保障などを、「日中活

動、グループホーム・ケアホーム、住まい方 

支援」の作業チームが日中活動支援の全般

的見直し、家賃補助などを検討する。 

各作業チームの座長は部会構成員が務め、

他の構成員はそれぞれ関心の強いテーマを

扱う所に入っている。 
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みやざきし健康福祉祭りも無事に終了♪ 
毎年恒例のフローランテみやざきで開催される福祉祭りは、秋晴れのなかで盛大に開催され、昨年

よりも遥かに多い来場者でとても賑わいました。特に今年は、例年であれば午後から帰途に着く人

が目立っていましたが、今年は最後まで園内にとどまり、イベントを楽しんで帰る家族連れが多かっ

たように思いました。 

また、今年父母の会で用意をしたカレーは、昨年よりも大幅に販売数を伸ばし、お陰さまで活動資

金の貴重な財源となりました。 皆様のご協力ありがとうございました。 

また、今回の福祉祭りに際して、お米の提供を｢留島様と片山様｣に 

頂きました。お陰さまで５００名を越すお客様に美味しいカレーを 

召し上がって頂くことが出来ました。 本当にありがとうございました。 

ところで、当初の計画では、牛丼を皆様方に提供させていただく予定 

で準備を進めていましたが、土壇場で保健所からの牛丼は販売不可 

とのお達しがあり、急遽、カレーに変更することになりました。  

お詫び申し上げます。でも、カレーがよくてどうして牛丼は駄目なのかな？？ 

秋の神武大祭の御神輿行列を観覧(^o^)ｖ 
今年もまた、橘ライオンズクラブさんのご好意神により、ＮＨＫ前で観覧をさせて頂きました。 

ありがとうございました。 お陰さまで今年も御神輿の下をくぐらせて頂くことが出来ましたので、来年
も無病息災で過ごせることと思います。 

今年の神武大祭で一つだけ残念だったことは、ＭＲＴのテレビクルーが 
観覧をしている人の前で、生番組の中継を始めたために、せっかくの 
しゃんしゃん馬の行列を見ることが出来ず、とても残念な思いをしました。 
ＭＲＴのテレビクルーは誰のために番組を作成しているのか、もっと考える 
べきではとの、多数の意見が寄せられました。 

 

年末恒例のクリスマス会が来るよぉ～♪ 
いよいよ 12月、街角にもジングルベルの歌声の聞こえる季節となりましたね♪ 

今年もまた、花山手にある市総合福祉保健センターの訓練室をお借りして、昨年と同様にとても楽

しいクリスマス会となるように準備を進めています。  

そして、お楽しみは、ハープとフルートの調べにお楽しみの出し物、橘ライオンズクラブさんのご協

力で、とても楽しみなプレゼントなどを用意して、皆さんのご参加をお待ちしています。  

クリスマス会参加申込書が皆さんのお手元に届けられると思いますので、早めに参加申込を事務局

までお願いします。  

  クリスマス会 ： 平成２２年１２月１８日(土) 

場  所 ： 宮崎市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ訓練室  

時  間 ： 午前１０時３０分スタート プレゼントやお弁当もあるよ♪ 

 参加申し込みは、事務局まで。 締め切りは１２月１３日月曜日です。 

新春♪成人を祝う会開催 
今年は、昨年成人を祝う会が開催できませんでし

たので、昨年成人を迎えられたお二人と合同で、 

成人を祝う会を下記の日程で開催します。 

日時：平成２３年１月１０日コリドールにて。 

祝う会の詳細は、別途皆様に書面にてご案内をさ

せて頂いておりますので、ご確認とお申込をお待

ちしております(^o^)丿 

 

クリスマスチャリティー 

イベントのご案内♪ 

１２月２３日（木）祝日 

宮崎科学技術館で開催 

開演は午後６時３０分 

詳しくは、コンビネーション 

０９８５－３１－５５６０ 

楽しいダンスが待ってるよ♪ 


