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いまだ復興の兆しが見えてこない東日本大震災。暑い夏が
やってきます。 くれぐれもおからだを壊されぬよう、ご自愛くだ

さいますよう、心からお祈り申し上げます。 

「こころの罠」 さて、あなたはどっち派でしょうか？ 

ある初春の朝早く、Ｎさんと、Ｈさんという僧侶が川のほとりを歩いて

いました。 川は雪解けのために増水して、堤防の上まであふれ、付

近には一つしかない小さな橋も、膝上まで水没していました。 

絹の衣装を身にまとった一人の若い女性が、奔流する川の水を怖

がって堤防のそばに立ちつくしていました。 二人の僧侶を見て彼

女は、「お願いします。助けてください！」と訴えました。 

即座に僧侶のＮさんは一言も言わずに、彼女を腕に高く抱きかかえ

て、水に浸された橋を渡り切り、向こう側の安全な場所に彼女を下し

ました。 

その後二人の僧侶は、ものも言わずに日没まで黙々と歩き続けまし

た。 なぜならば、この二人の僧侶の仕える教団の戒律によって、 

日没までは話すことが禁じられていたからなのです。 

日没後、僧侶のＨさんが、怒りに燃えた目で僧侶のＮさんに食って

掛かりました。 

「どうしてあの女性を抱きかかえたのだ？ お前もよく知っているよう

に、おれたちは、女性を抱きかかえるどころか、女性の事を考える事

さえも禁じられているのだ。 お前は自分の名誉を傷つけたのだ。 

教団の全体の不名誉になるのだ。」と、僧侶のＨさんは同僚のＮさん

を殴りつけました。 

殴られたＮさんは、「兄弟弟子よ！」と、殴ったＨさんに言いました。 

「私は日の出のころにあの女性を対岸まで連れて行って下したの

だ。 お前は日が暮れるまで一日中あの女性の事を心の中で執拗

に運び歩いていたのだ。」と。 

私も普段の生活の中で、こだわってしまう場面が多々あります。物事

にこだわっているよりも、すっきりと気持ちを整理した方が、ずぅ～と

気持ちが良いことはわかっているのですが・・・・。 

さて、どのようにすれば「心を解き放つ」ことができるのでしょうか。 

その答えは、いずれまた。 

会長 山元 弘道 
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親つばめ 

浴衣 
平安時代の湯帷子（ゆかたび
ら）がその原型とされ、内衣布で
沐浴するための衣とされてい
る。この時代には、複数の人と
入浴する機会があったため汗取
りと裸を隠す目的で使用された
ものと思われています。素材
は、水に強く水切れの良い麻が
使われていたといわれています
が、安土桃山時代頃から湯上り
に着て肌の水分を吸い取らせる
目的で広く用いられるようにな
り、これが江戸時代に入って庶
民の愛好する衣類の一種となっ
たようです。 
 

第３３７号 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%90%E6%B5%B4


                      ★障がい福祉施策のゆくえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合理的配慮ワーキンググループの

設置～中教審分科会 
中央教育審議会初等中等教育分科会の「特

別支援教育の在り方に関する特別委員会」は 

５月27日、障害者権利条約に対応した制度に

見直すことを検討するため、インクルーシブ教

育に必要な「合理的配慮」の内容などを集中

的に検討するワーキンググループ(ＷＧ)を設

置することを決めた。今年度中をめどに整理

することになった。 
 

２ 

改正基本法案、衆議院を通過、

「障害者」の定義など確認 
内閣が提出していた障害者基本法改正案は、

｢『障害者』に発達障害、高次脳機能障害、難病

に起因する障害がある人も含まれる」ことが確認

され衆議院を通過、参議院に送られた。法案

は、障がい者制度改革推進会議の意見を踏ま

え政府が作成。①どこで誰と生活するかや意思

疎通の手段を選択できるようにする、②差別を

禁止し、社会的障壁除去に必要な合理的な配

慮をする、③障害のある子とない子が共に教育

を受けられるようにする、④障害者施策の実施

状況を監視する機関を内閣府に置くことなど。 

障害者の定義に関しては、３党提案によって精

神障害に発達障害が含まれることをかっこ書き

で明記する」と修正。政府は「身体・知的・精神

障害その他の心身の機能の障害という書き方な

ので、高次脳機能障害は精神障害に含まれる

し、難病に起因する障害も『その他』に含まれて

いる」と答弁がなされた。 

また教育に関しては「共生社会実現のため、可

能な限り障害のあることない子が一緒に同じ学

校の通常学級で教育を受けられるようにする方

向性を示した。特別支援学校をなくすという趣

旨ではない、「インクルーシブな教育を進める方

向」などの答弁があった。 

全国障害保健福祉関係主管課

長会議が開催された 
６月30日に全国障害保健福祉関係主管課長

会議が開催され、「障がい者制度改革推進本 

部等における検討を踏まえて障害保健福祉施

策を見直すまでの間において障害者等の地

域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律」の改正事項のうち、平成24年４月

1日に施行を予定している「相談支援体制の

充実」、「障害児支援の強化等」について、実

施基準等(政省令事項等)基本的な枠組み案

が示され、併せて、基本的な枠組み案をホー

ムページに掲載し、１ヶ月程度広く意見等の募

集を行うこととなった。 
 

推進会議・第５回差別禁止部会が

開かれる 
政府の障がい者制度改革推進会議は６月10日、

障害者差別禁止法の制定を検討する「差別禁止

部会」の第５回会合を開き、構成員らの間では「差

別禁止法を制定する必要がある」との認識でほぼ

一致。「障害」をどうとらえるかなど、法律の内容に

関係する具体的な議論も始めた。 

必要と認めた理由には「障害者が差別されている

事実があることから」「障害者基本法は差別禁止を

うたっているが、裁判規範性も救済システムも兼

ね備えておらず効果がないから」「日本は国連か

ら法制定するよう勧告されており、障害者権利条

約を批准する上でも法制定は国際社会の要請だ

から」などがある。現行の障害者に関係する法律

は、国・行政が障害者に対してどのような施策講じ

るかといった趣旨のものが多いが、差別禁止法で

は、障害のない国民と障害者という私人間の利害

関係の調整も必要になってくる。 

議員立法の障害者虐待防止法

が成立 
議員立法の障害者虐待防止法が６月14日、衆

議院の厚生労働委員会に委員長提案で提出 

され可決、同日、衆議院本会議でも可決し、６

月17日には参議院本会議で可決・成立した。 

家庭、福祉施設、雇用の場で起きた障害者虐

待を発見した人に、市町村への通報を義務付 

ける。通報を受け家庭に立ち入り調査できるよ

うにもする。一方、障害者基本法改正案は、 

６月15日に衆議院で審議が始まった。内閣が

提出していた法案だが、同日の内閣委員会で 

は民主・自民・公明３党の共同提案で教育の

条項などを修正し可決。今国会で一気に成立 

させる見通し。 



夏の療育キャンプ 参加者募集中♪ 

 

 

 

 

開催場所 → サンホテル・フェニックス 

申込締切 → 7 月 29 日(金)まで 

定  員 → 15 名 

参 加 費 → 5,000 円(親子二人一泊二食付で予定) 

      (親子二人一泊二食付、家族での参加の場合は 

別途料金をご案内します。) 

※定員になり次第に受付を締切ますので、 

お申し込みはお早めにお願いします。 

今回も県央、県西、県南、県北地区合同 

キャンプです。 

大いに地域間交流を広げていきましょう！ 

 

日南・串間市肢体不自由児・父母の会例会開催 

今春、発足した日南・串間地区父母の会の例会が開催♪ 

平成 23年 7月 4日 10時～ 

日南市にある「ゆめや」にて開催。 

会員８名との初顔合わせの為に参加。 

昼食を交えて、県南地区の進学を含

め教育体制のあり方等について意見

が交わされました。 

また、県南地区の将来的な障がい福祉の向上を目指すためにも、

どれくらいの障がい児・者が在住しているのか現状把握と、他市町

村との障がい福祉施策の差異について、調査・基礎資料の作成が

これからの課題として考えられました。 

次回は 8月１０日に、子ども同伴での例会・食事会を開催予定。 

県南地区の発展のために謹んでバックアップさせて頂きます。 

宜しくお願いします。 

動作法一泊二日研修参加者募集♪ 

開催日時 ： 平成２３年１０月１５日～１６日（予定） 

開催場所 ： いこいの里（串間市） 

兼ねてより県南地区から動作法（心理ﾘﾊﾋﾞﾘ）の講習会開催の希望

が出されていましたが、本年度新規事業として、全肢連に助成金

申請を県肢連から上げたところ、ＪＲＡ(日本競馬会)からの助成金が

決定しましたので、標記の予定で開催の準備を進めています。 

講師には九州大学から柳先生をお迎えしての開催となります。 

興味のある方は、 

是非ご参加ください。 

詳細ついては 

県肢連事務局まで。 

３ 

震災義援金配分に関する 

お知らせ： 

｢東北地方太平洋沖地震」に

対して多数の義援金をお寄せ

いただきまして、誠にありがとう

ございました。 

お寄せいただきました義援金

は、岩手、宮城、福島の３県の

県肢連会員を対象として、第

一次配分金として２５０万円が

送金されました。 

蚊遣り豚。 

夏の風物詩ですね。 

なぜ豚の形になったのかって？ 

まず、愛知県の常滑で、養豚業者が

豚に止まる蚊に困り、最初は土管の

中に蚊取り線香を入れて使っていた

けど、土管は口が広すぎて煙が広

がってしまうので、少しずつ口を縮め

ていたら、形が何だか豚に似てきて

しまった。そこでこれを常滑焼のお土

産として商品化して売り出したら、一

躍ブームになって全国的に一気に

広まったという説。と、 

次に、東京の新宿で蚊取り豚が発掘

され、調べてみるとそれは江戸時代

のものだった。しかし、江戸時代には

蚊取り線香などは存在せず、杉の葉

などを燻し、蚊を殺すというよりも、蚊

を追い払っていたらしい発掘された

蚊取り豚は、豚というよりむしろ猪に

似ていたとか・・・。 

蚊取り線香は、古くは蚊遣火（かやり

び）とも読んだそうです。 

響きが美しい日本語のことばです

ね。 

さて、あなたはどちらの説を信じます

か？ 



みんなの広場 

最近、ある一冊の本を買いました。  

サッカーの南アフリカ・ワールドカップで 

日本代表Ｇキャプテンを務めた長谷部 誠さんの 

「心を整える」という本です。 

今では有名な彼ですが、これまでサッカーを続けてこられた 

スキルの概念を色々な観点から綴った本で、 

何の変哲もないタイトルなのですが、 

心を強く持つというよりは、心を調整するという感覚でいる事・・・。 

読んでいくうちに奥深く、 

なるほど！と共感させられることが多く、 

若いのにしっかりした方だと感心させられました。 

私自身、まだまだ人として未熟で弱い人間です。  

思いに詰まった時ヒントをくれる．．． 

この本はそんな一冊になりました。 

皆さんも機会があったら、 

手に取って読まれてみてください。 

チョッパー★ 
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７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♪ 

   阿萬 三木夫さん（７月９日・在宅）        中武 哲幸さん（７月１８日・ＣＡＤ） 

   松田 貴之さん（７月２１日・在宅）        岩切 拓哉さん（７月２１日・清武せいりゅう支援学校） 

  原口 恵一さん（７月２１日・発達支援ｾﾝﾀｰ） 河野 徹也さん（７月２９日・在宅） 

 

４ 

http://map.doko.jp/m/sc=60504262

