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新潟、福島両県にまたがった記録的なゲリラ豪雨で水害に遭
われ避難を余儀なくされている両県合わせて 25 万人の

方々、ほか京都など記録的な豪雨により被災された皆様方に
心からお見舞い申し上げます。 

続・こころの罠から逃げ出す方法はこれだ！ 

さて、先月は「こころの罠」という二人の僧侶のお話でしたが、今

回は僧侶も嵌まった、こころの罠から脱出するにはどうしたよい

か、考えてみたいと思います。 

昔から東南アジアでは、狩人がサルを捕まえるのに、ちょっとした

罠というか仕掛けを使います。といっても大げさな仕掛けではな

く、カボチャのような大きな瓢箪に、バナナが入るくらいの大きさ

の穴を開けて、その中にバナナをいれて瓢箪を仕掛けるのです。 

やがてサルがやってきて、バナナを見つけそれを取ろうと瓢箪の

穴に手と突っ込みバナナを手でつかみます。 

ビンゴ！この瞬間にサルは罠にかかり、逃げ出すことはおろか

狩人にまんまと捕まってしまうのです。 

さて、サルはどうしてバナナをつかんだだけで罠にかかり、いとも

簡単に捕まってしまったのでしょう？ 

答えは、手にバナナを持ったままでは瓢箪の穴から手を抜くこと

が出来ず、身動きが取れなくなってしまって、狩人に捕まってし

まったということなのです。 

ん？ならばバナナを手放せばいいじゃん！と思いますが、残念

ながらサルには、バナナをつかむという考えを捨てることが出来

ないために、バナナをつかんだまま捕まってしまうのです。 

私たち人間には、サルと違って知能も判断能力も格段に優れて

いますが、それでも僧侶のお話のように、いとも簡単にこころの罠

にはまってしまうのです。 

それは、常に私は正しくありたい！という欲求に囚われ、私の立

場を認めてくれたらなぁ～という、長年しみついた思考、行動、習

慣がなせる業なのです。そこで、ふぅ～っと一呼吸おいて、客観

的且つ冷静に現状を分析することで、以外にも、簡単にこころの

罠から、すぅ～っと解放され、楽になること間違いないでしょう！                        

会長 山元 弘道 

親つばめ 鰻は秋が旬なのになぜ？ 
夏の土用の時期は、昔から「精の
付くもの」を食べる習慣があり、土
用蜆（しじみ）、土用餅、土用卵な
どがその代表でしたが、なぜ土用
丑の日に鰻という風に結びついた
のでしょう。土用に鰻を食べるよう
になったのは幕末の万能学者平
賀源内が、夏場の鰻の売れない
時期に何とかしたいと鰻屋に相談
され、「本日丑の日」と張り紙をした
ところ、大繁盛したことがきっかけ
だと言われています。でも、なぜ「本日
丑の日」で大繁盛したのでしょうか？ 

 

熊さん→なんだい、土用の丑の日って

のは 

鰻 屋→へい、昔から土用の丑の日とい

えば、うなぎってことになって

やして 

熊さん→へえ、知らなかったな。八つぁ

ん、おめえ知ってたかい 

八つぁん→あたぼうよ、一つ焼いてもら

おうと思ってたところじゃねぇ

か！ 

（注：もちろん八つぁんがそんな話しを

知っているはずはない。知ったかぶり） 

熊さん→さすが八つぁんは物知りだ。よ

し親爺、俺にも一つ焼いてくんな 

鰻 屋→へい、毎度ありぃ～！ 

という具合に、人間の心理を突いたうま

いやり口が現在の土用丑の日に鰻とい

う風習を根付かせたというわけです。 
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社会保障・税の共通番号、政府

大綱案利用範囲を明示 
平成27年からの社会保障と税の共通番号制度

開始に向け検討を進めている政府の実務検討

会は、制度の骨格をまとめ、所得をより正確に

把握する一方、行政の事務を簡素化して社会

保障給付の公平性・透明性を促進させる。年

金、医療、介護のほか福祉や災害時にも役立

てるなど、番号の利用範囲を明示した。今後は

政府・与党で正式決定し、パブリックコメントを

経て今秋の臨時国会への法案提出を予定。 

 

２ 

障害者新法の骨格提言へ～ 

推進会議部会 
障害者総合福祉法(仮称)の内容を検討してい

る障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会

は、「地域移行を進めるため基盤を整備する」

「新たな支給決定の仕組みを作る」など議論の

結果を報告。２月からテーマ別の作業チームに

分かれて検討していた。これらの意見を基に、

部会として新法の骨格提言を８月末にまとめる

方針。一方、就労や医療、障害児支援にかかわ

る論点では、総合福祉法とは別の法律の中で

見直すべき点が挙がり、その整理が急務となっ

ている。 
 

たんの吸引、介護職の研修は 

３類型～厚労省 

厚生労働省は、「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」で、たんの吸引などを担う介護職

員向けの研修カリキュラムを３類型設ける考

えを明らかにした。 

介護職員が不特定多数の人を対象とする場

合、気管カニューレ内部や経鼻経管栄養の

実地研修を行う類型と行わない類型の二つ

に分ける。ＡＬＳ患者らが独自にそれぞれの

ヘルパーを養成している実態を踏まえ、「特

手の者」を吸引する場合の研修はこの２類

型と区別するため、計３類型になる。たんの

吸引と経管栄養は、６月15日に成立した改

正介護保険関連法により、介護職員ら 

にも平成24年４月から容認される。医行為で

あるという位置づけは変えないが、社会福祉 

士及び介護福祉士法上の介護の定義に追

加した。 
 

部会から報告を受けた厚労省は

「慎重な検討が必要」とコメント 
厚労省は作業チームの報告を受け、総合福祉

部会でコメントを発表し、「慎重な検討が必要」

「財源の問題がある」等の指摘が目立ち、部会

の意見とは開きが大きいと指摘。 

「地域移行と基盤整備は、現在も自治体が障害

福祉計画を策定して計画的に進めている」

「サービス基盤整備は財源や人材の制約を踏ま

え、費用を負担する国民の理解を得ることも必

要」「現在の利用者負担は応能負担。負担能力

がある人まで無料とするのは医療や介護との整

合性が求められている」などがあると厚労省は

指摘している。 

一方、このコメントを受け、部会構成員からは

「私たちの提言は９月以降どうなってしまうのか」

「骨格提言がまとまったら障がい者制度改革推

進本部(首相が本部長)に報告し、本部でも決議

してほしい」等の声が上がった。 

障害者の労働法適用など、 

他法との整理も課題に 
障がい者制度改革推進会議は、合福祉部

会の報告を受け議論。推進会議と総合福祉

部会合同で検討したテーマでは、総合福祉

法だけではカバーできない点が明確化。労

働および雇用」がテーマの合同作業チーム

は、就労系事業と作業・活動系事業に再編

し、就労系事業で働く障害者には原則として

労働法を適用すべきと報告。賃金補填制度

も検討すべきと提案している。 

「医療」に関しては、精神障害者の非自発的

な入院が精神保健福祉法に規定されている 

ことを問題視し、適正手続きの確保や保護

者制度の見直しが必要とした。また、総合福

祉法では医療と福祉が統合された重症心身

障害児者の施策を尊重すること、難病につ

いては概念整理を並行させる必要があると

意見した。 
 



宮崎市障害者スポーツ大会開催のお知らせ 

第 48 回宮崎市障害者スポーツ大会が、今年も 9 月 25 日
（日曜日）に開催されることが決まりました。 

・開催期日は → 平成 23年 9月 25日（日） 

・開催時間は → 午前 10時～15時 

・開催場所は → 宮崎市生目の杜運動公園 はんぴドーム 

今年も残暑が予想される中での運動会となりましたが、昨年も

同じ時期に開催した経緯がありますが、暑さによる事故もな

く、無事に大会が終了しましたので、ことしはより沢山の参加

申し込みを心待ちにしています。 

皆さんで楽しく暑気払いをしようではありませんか。 

 

いよいよ全国大会ならびに 50周年記念大会が開催 

全肢連第 4４回全国大会がいよいよ来月９月２日～３日に東京で開

催されます。 

今回の大会テーマは、 

この子たちが地域社会で普通に暮らすには 

～障害者権利条約によって、その暮らしはどのように変わるのか～ 

と題して、記念講演、基調講演、シンポジウムが行われます。 

また、５０周年記念式典、ならびに全国大会の模様は９月の親つば

めの紙面にてご報告させて頂きますので、お楽しみに。 

「北海道障がい者条例」に学ぶ学習会開催 

北海道で平成２２年４月から「北海道障がい者及び障がい児の権

利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの

推進に関する条例」が、千葉県に続いて全国で２番目に施行され

ていますが、条例施行に尽力された清水誠一前道会議員を迎えて

勉強会を開催しますので、ふるっての参加をお待ちしています。 

  開催日時 ： 平成２３年８月７日 日曜日 １３：００～１６：００ 

  場   所 ： 宮崎身体障害者福祉会館 

（宮崎市宮崎駅東３－６－７ 電話 0985-29-0887） 

  参 加 料  ： 無料 

※清水氏は全国肢体不自由児・者父母の会連合会の会長です。 

地震・津波などの災害時における非難体制づくりについて 

３月の東日本大震災のような大規模な災害時に備えて、特に肢体

不自由児・者は日頃より対策を講じておく必要があります。 

なかでも避難場所（一般の避難場所とは別に、車椅子や座位保持

などの大型の装具でも移動・活動が可能な場所の確保が求められ

ます。 みなさんもお住まいの地域の状況把握と避難行動要援護

者の登録をするなどの手続きをお願いします。（詳細は別途通知） 

動作法一泊二日研修会場変更のお知らせ 

先月、動作法一泊二日研修のご案内と参加者募集のご案内をしま

したが、当初予定していた宿泊研修先が、都合により下記の場所

に変更になりましたので、お知らせします。 

 動作法一泊二日研修会場は、 

  ●宮崎青島観光ホテルに変更になりました。 

３ 

なぜ丑の日なのに、鰻なのか？  

考えたことありますか？ 

実は、丑の日とウナギの関係はと

いうと、丑の日の「う」から、この日

に「うのつくもの」を食べると病気

にならないと言う迷信があり、「ウ

ナギ」がまさに合致した食べもの

であったとも、「うし」の文字がウ

ナギを連想させたためだとも言わ

れます。 

本来は「丑の日に牛を食べる」の

が一番なのでしょうが、肉食がは

ばかられた時代、牛そのものを食

べることが出来ず（多分牛は、生

産財として価値も高いので無闇

に食べるわけにはいけなかった

のだとも思います）、代わりに「ウ

の付く食べ物」を食べることに

なったのではないでしょうか。 

あ く まで も俗説の一つです

が・・・。 
 



みんなの広場 

 

 

観葉植物 

観葉植物が欲しくなり、ふらっと立ち寄って 

見つけたのが カランコエ。別名 子宝草。 

その名の通り 子株をたくさんつけていたのです。 

多肉植物で マザーリーフ 1枚の葉のまわりから 

二葉の子が 10から 15株近くついていまして 思わず 購入。 

初めは マザーリーフから落ちたらすぐ 水の入ったグラスに入れ 浮かべながら  

根がしっかり生えて 土へ返していたのですが、気がつくと そのまま 自然落下 

後もしっかり育っているのがわかりまして… 

少しずつ 増えて 知人などに 里子に出したりしています。 

それでも 我が家の庭に 確実に子を増やし元気に育っています。 

最近 赤ちゃんを授かる と言われている 縁起の良い植物とわかりまして  

1 ヶ所に集めて育てています。 

それでも あちこちに散乱して まさに 大家族状態。 

購入時に水のあげすぎに注意と言われた位 手がかからないのです。 

一目惚れして 7年目 。 こっそり実家へ持って行き植え付けています。 

先日 どこからか 多肉植物が飛んできて かわいいのがたくさん増えていると 

母から電話がありましたが まだまだ秘密。今度は 昨年結婚した弟夫婦の 

所にこっそり持って行く予定です。 

ましゃこ 
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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♪ 

 甲斐 幸晟さん（8月 3日・清武せいりゅう）  津山 幸太郎さん(8月 6日・発達支援ｾﾝﾀｰ） 

宇留島 光輝さん（8月 8日・森永小学校）   長峰 麻子さん（8月 22日・療育ｾﾝﾀｰ B型） 

北山 理央さん（8月 31日・日南くろしお） 

４ 

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

