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「素直」ってなにぃ～？ 

先日ある書物を読んでいたら、「素直になること。素直になることによっ

て自分の掴んでいる業が消え、あるべきものがあるべき様にあらわれ

る。本当の意味の自由は我を通すことではない。我は業であり偏見であ

る。これを放つとき、何物にも縛られない世界が開ける」 とあった。 

ふぅ～ん、素直ね！深く考えたことはなかったけど、なぁ～んだか引っか

かるものがあって、「素直」の本当の意味を探ってみたところ、やはり、

真っ先に出てきたのが、「つべこべ言わずに素直に私の言うことを聞き

なさい！」でした。私も言った覚えがあるなぁ～！  

次に、人の命令には「はい、はい」と全く逆らわない事。 

そして、最後に素直とは、真っ新で「我がない状態」のこと。 

正解は、「偏見を持たず、人の言うことに耳を傾ける事」。つまり、何かに

執着、固執せずに、良いと思ったら受け入れる事じゃないでしょうか。 

人に例えるならば、新しい知識や情報を吸収するチカラが強く、柔軟

で、思いこみが少ない人ということでしょうか。でも、人の話を素直に聞

いた後、それを受け入れる、受け入れないはまた別の話で、とにかく人

の提案を我がない状態で聞けるかどうかが大切です。そして、素直な人

は、他人に流されず、自分自身の考えで、判断、決断していきます。 

素直でない人は、心が偏見に満ち、ひねくれていて、我が強い人ってこ

とになりますね。無知なうえに、他人の提案を思いこみだけで否定し、今

の自分を守ろうとします。目に見えない世界の事を、かたくなに否定す

る人がいますが、存在する証拠も無ければ、存在しない証拠も無いので

本当は、「わからない」が正解なのです。 

或いは、「もしかしたら、そうかもしれない」と思うことが、素直な反応だと

思います。わからないものを否定すると言うことは、証拠もないのに、自

分が持っている常識が正しいと思いこんでいる、ってことは、そうとう頭

が固い人ってことになりますか(^_^.) 

我が強いと、物事を正しく認識出来ないから必ず損をしちゃいます。我

を持っていると、何事にも色メガネをかけて現実を見てしまい、自分の

常識外の事を受け入れるのは、難しいと思います。 

ところで、我や執着が少ない人は、人間として魅力がありますね。私は、

まだまだ我や執着は沢山ありますが、ふと気づいたときにそれを一つず

つ消し去っていって、人生の終焉を迎えるまでには、なんとかゼロに近

づけていきたいものだと考えています。 

最後に、素直になれれば、この世から「障がい」という言葉もなくなり、 

みんなが心健やかにくらせる社会が訪れるのではないでしょうか。 

会長 山元 弘道 

親つばめ 

日本では、古くは蜻蛉（とんぼ）の
ことを「あきず（秋津・蜻蛉）」 と呼
び、日本のことを「あきずしま（秋津
洲・秋津島・蜻蛉洲）と呼んでいま
した。 
神武天皇が大和国の山上から国
見をして「蜻蛉(あきづ)の臀王(とな
め)の如くにあるかな」と言った故事
に由来するといわれています。 
このような伝承が生まれるほど、
我々にとって蜻蛉（とんぼ）は身近
な親しい昆虫なのですね。 
今からの季節、黄金色の畑に沢山
の蜻蛉が飛びかう様を、最近では
あまり見かけることがなくなって、秋
の風情を感じることが少なって、さ
みしい気もしますが、せめても「赤
とんぼ」等の童謡を口ずさんでみ
てはいかかですか！ 
ふと、童心に帰って古き良き時代
を思い出してみください。 
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障害者新法骨格提言まとまる 
～ 総合福祉部会 

障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法の

制定を検討していた障がい者制度改革推進会議

の総合福祉部会は、８月30日に新法の骨格提言

をまとめた。地域移行を法定化し、社会資源を拡

充。地域基盤整備10カ年戦略の終了時に、施設

入所支援の位置づけを検証する。となった。 

また、支給決定については、障害程度区分を使わ

ず、本人が求める支援に関するサービス利用計

画を基に、市町村と協議調整する仕組みを作る。

試行事業を行いながら、支援体系も大きく見直す

方針とのこと。 

自立支援法を廃止して総合福祉法を作ることを、

政府は障害者権利条約を批准するための制度改

革の一環としているため、権利条約がうたう地域

生活の権利をどう実現するか、地域移行は重要な

論点で、その視点で支援体系も見直すことになっ

ている。 

また、部会の提言によると、現行の「介護給付」

「訓練等給付」「地域生活支援事業」というサービ

ス体系は複雑だとして、「全国共通の仕組みで提

供される支援」か「地域の実情に応じて提供される

支援」のいずれかで整理することになる方向。 

全国共通の仕組みとは、①就労支援、②日中活

動等支援、③居住支援、④施設入所支援、⑤居

宅介護や移動介護、パーソナルアシスタンスを意

味する個別生活支援、⑥コミュニケーション支援・

ガイドコミュニケート支援、⑦補装具・日常生活用

具、⑧相談支援、⑨権利擁護。国庫負担基準は

廃止し、市町村が支援の提供に要した実際の費

用に対し、国・都道府県・市町村がそれぞれに負

担することになる 
 

支給決定は協議調整型、 
利用者負担を原則無償に 

支給決定の仕組みの変更も大きい。部会は

「本人が望む暮らし方を尊重する」という姿勢

が強く、総合福祉法では現行の障害程度区分

を使わない新しい方法にすることで合意した。

本人が求める支援に関するサービス利用計画

を策定して市町村に申請する。市町村はこの

計画について、市町村の支援ガイドラインに基

づきニーズアセスメントを行うというもので、協

議調整モデルと呼ばれている。協議が整わな

い場合は、合議機関で検討した上で支給決定

する。ただ、急激な変更で混乱しないよう、試

行事業を経て導入する考え。 

また、総合福祉法が対象とする障害者の範囲

をどう定義するか再検討し、改正障害者基本

法と同じ文言で規定することにした。 

支給決定の過程では、ここでいう心身の機能

の障害があることを、障害者手帳や医師の診

断書、専門職の意見書などで確認する。 

なお、骨格提言をまとめる上で部会が指針に

したのは、権利条約のほか、応益負担の廃止

などを確認した自立支援法違憲訴訟に関する

国(厚生労働省)と原告団との基本合意文書

だ。これを基に利用者負担は「食材費や光熱

水費など誰もが支払う費用は負担すべきだ

が、障害に伴う必要な支援は原則無償とする」

「ただし、高額な収入のある人には収入に応じ

た負担を求める」とした。障害に伴う必要な支

援とは、①相談や制度利用のための支援、②

コミュニケーションのための支援、③日常生活

を送るための支援や補装具の支給、④社会生

活・活動を送るための支援(アクセス・移動支援

を含む)、⑤就労支援、⑥医療・リハビリテー

ションの支援の６分野だと整理している。 

また、基本合意文書で「新制度は介護保険と

の統合を前提としない」とされたことを踏まえ、

介護保険の対象年齢になっても従来から受け

ていた支援を継続できるよう求めた。 
 

「ダウン症の子、父は車イスの障害者」 
初版発行される 

ダウン症の子、父は車イスの障害者「もう一度、抱

きしめたい～脳性まひの僕に舞い降りたダウン星

の王子さま」（中村勝雄著、東京新聞発行）。 

父は車イスの障害者で、わが子はダウン症として

誕生したときの思い。日々増していくわが子への

愛おしさ、いつの間にか負の感情をうち負かして

いた。お子さんは１歳２カ月で逝った。その432日

をともに生きた感動の記録が出版されました。 

読んだ感想はまた後日、どこかで機会を見つけて

ご報告しますね。 
 



さわやかレクリエーション 「乗馬 in蹄跡の森ホースパーク」 

昨年に引き続き全肢連から、さわやかレクリエーションの助成金を

頂きましたので、9 月２３日秋分の日に、乗馬を楽しんできました。 

総勢３０余名の参加を頂き、すがすがしい秋晴れの下で、とても楽

しいひと時でした。 

 
 

 

第４８回宮崎市障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会が無事終了♪ 

今年で４８回を数える宮崎市障害者スポーツ大会がはんぴドーム

で９月２５日日曜日に、総勢２６２名（１０団体）の参加を得て開催さ

れました。父母の会からも１０名（当日欠席もありましたが）エントリー

種目に果敢に挑戦され、充実した一日であっと思います。 

平成２４年度要求に対して市から回答がありました。 

来年度の予算請求の一環として、障がい者５団体で要望書を

提出していましたが、先日その回答がありました。詳細は、来

月の親つばめと一緒に桑育ご報告をさせて頂きます。 

宮崎神宮大祭の季節がやってきました。 

来る 10月 29日に御神幸祭（宮崎神宮大祭）が開催されます。 

今年もまた、橘ロータリークラブ様のご協力 

で NHK宮崎放送の前で観覧できることに 

なりました。 

観覧ご希望の方は、事務局まで申込を 

お願いします。 締切 10月２１日（金） 

３ 

「秋祭り」は、豊穣の実りを祝う
「収穫祭」を意味しています。 
春から稲の成長を見守って下
さった田の神に、苦労をねぎら
い感謝を捧げるお祭りをします。
田の神は収穫が終わると山へ帰
られ、山の神になられます。 
秋祭りは地域により様々です
が、大体１０月に行われます。 
しかしこの時点では、すべての
収穫は済んでいないので、田の
神さまは、まだお帰りになられま
せん。もともと農村では、旧暦の
１０月から１１月頃（現在の１１～
１２月）、刈り上げが終わった時
期に、田の神に収穫の感謝を捧
げる「刈り上げ祭り」が行われて
いました。 
こちらが本来の「収穫祭」でし
た。１０月の祭りは、神嘗祭の影
響によるものだそうです。神嘗祭
に倣って、「荷前の初穂」の残り
を地元の氏神さまに捧げるよう
になったのが由縁で、もとは「初
穂祭り」であったということです。
「初穂祭り」はやがて神社の大
祭となり、村の一大行事となって
いきました。一方、古くから伝
わった「刈り上げ祭り」は、家々
の祭りとして行われるようになり
ましたが、年では、品種改良や
栽培技術が発達し、初穂祭りの
時期に収穫が済んでしまうように
なりました。この時期に収穫祭が
行われるのは、今となっては適
時のようです。 

佐原の大祭秋祭り(諏訪神社秋祭り 

１０月か１１月にも乗馬

を楽しんでもらえる機会

を予定していますので、

ぜひご参加ください。 

人参持参大歓迎です。 

馬はとってもかわいい

ですよ♪ 

来年は、もっと参加者が増えるといいのに

なぁ～♪ 参加できる種目は２種目（車椅

子６０m 走、ダーツもしくはﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸに

団技２種目の計４種目だけど、結構楽しい

ですよ！ ぜひ、参加してみてください。 

おまちしていまぁ～す。 



みんなの広場 

 

 

一番星 

 

「もう我が子をこの腕に抱くことはないんだ」と 

きっぱり心の整理がついた年に、５００ｇにも満たない体で 

わが子は現れ、とにかく「生きて」と祈っていた母の願いを 

聞いてくれました。 

さまざまな葛藤や不安の中、今できること、してあげられることをと 

突っ走ってき多様に思います。 

そんなわが子も、今では体重４０倍、おしゃべりしたり歌を 

うたったり（声を出しているだけですが・・・・）パンチやケリを 

くらわしてくれる程、元気に育ちました。 

出不精だった母をいろんな所へ案内し、沢山の方との出会い 

の場を通じて、前向きに生きることも教えてくれました。 

わが子に、いろんな方々に感謝です。 

まだまだ頼りないばかりか、時々ヒスの出る母を、どう思って 

いるのか知るすべもありませんが、そんな母の願いは、 

これから先もたくさんの方々にお世話にならざるを得ないわが子が、 

何か一つでも与えられるものを持ち、一日でも多く笑って 

過ごしてくれることです。 

 

スロースターター 
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１０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♪ 

小野 夏浪さん(10月 12日療育ｾﾝﾀｰ B型）  串田 小波さん（10月 15日・日南くろしお）  

猪野 沙織さん（10月 15日・清武せいりゅう）    谷口 大空さん（10月 26日・在宅） 

金丸 剛人さん（10月 30日・在宅） 

４ 

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

