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「呼吸」に意識を向けるだけで、 
心の平安と健康が得られる♪って、ホント！ 

私たちは、無意識のうちに呼吸をしていますどれくらいの回数

の呼吸をしているのか、考えたことがありますか？ 

私たちの一分間の平均的呼吸数は 18 回ですから、１時間では１

８回×６０分で 1,080 回、一日では 26,000 回、一年では約

9,500,000 回、平均寿命を８５歳とすると、なんと８億１千万

回近い呼吸を、しかも無意識のうちに行っているのです。 

この呼吸運動は、私たちの心と体にとって非常に重要な意味が

あることは言うまでもなく、止めたら死んでしまうのに、なぜ

か大半の人が呼吸を大切にすることなく、無意識に行っている

のです。それはとてももったいない話です。 

次に、私たちの神経系は、随意神経系と自律神経系に分けられ

ます。随意神経系は運動に代表される神経系で、物をつかむ、

何かを飲み込む、早く歩く等、意志に従ってそれをできるよう

にする神経系です。一方、私たちの意志の自由にならない神経

系が、交感神経と副交感神経の二つの神経からなる自律神経系

です。心臓の拍動をゆっくりさせる。胃腸の活動を活発にす

る。汗をかく。唾液を出すなど、これらは自分の意志ではどう

することもできません。 

しかし、呼吸だけは自分の意志でコントロールできる生命維持

活動であり、唯一、交感神経(闘争か逃走かの神経)と副交感神経

(休息と休養の神経)を操ることのできるのが呼吸なのです。具体

的に言うと、ゆっくりと落ち着いた呼吸をすると、副交感神経

が活動し、交感神経が抑制されます。すると、修復と休養の神

経が活動するようになり、血圧も下がり、血糖値も下がりま

す。このように呼吸は私たちのからだの機能を根本的に変える

作用を持っているのです。 

意のままにならないことが多いストレス社会において、自分を

保つ簡単で有効な方法として、ゆっくりとした呼吸をされるこ

とを勧めします。まず、ふぅ～っと、大きくゆっくり息を口か

ら吐きながら全身の力を抜いて、次に大きく息を鼻から吸う呼

吸を心がけると、いつの間にか心に落ち着きが戻っていること

に気が付かれることでしょう。ぜひ、ゆ～っくりとした呼吸を

常日頃より心がけられることをお勧めします。 

会長 山元 弘道 

親つばめ 

花祭（はなまつり）   
4 月 8 日は灌仏会（かんぶ
つえ）、花祭といわれ、仏
教の開祖・釈迦牟尼の誕生
日。釈迦誕生仏の像に甘茶
をかけ祝うのが花祭です。 
釈迦は、紀元前５世紀頃、
インドのヒマラヤ山麓の釈
迦族に属する王と妃の間に
生まれました。父は迦毘羅
城主の浄飯王、母は麻耶夫
人。伝説によると、麻耶夫
人は出産のために生家に帰
る途中、産気づいて、藍毘
尼園の無憂樹の木の下で釈
迦を出産したといわれてい
ます。釈迦は生まれ落ちる
や７歩歩み、右手を天に左
手を地に指し向け、「天上
天下唯我独尊」と唱えたと
伝えられています。 
花御堂に安置される仏像
は、この時の釈迦の姿を表
し、王子として何不自由の
ない暮らしをしていました
が、王宮の外に出て生老病
死で苦しんでいる民衆を目
の当たりにして、人々を救
済するため、２９歳の時出
家。苦行の後３５歳で悟り
を開き、以後インド各地を
布教し、８０歳で亡くなっ
たとされています。 

釈迦は、 

「人生の苦悩は、自我に執

着する迷妄から生ずるので

あり、無我の境地に立って

安心立命せよ。そのために

欲望を抑え、心の平静を保

ち、一切生けるものに対し

て慈悲を及ぼせ」 

と説きました。 
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障害者総合支援法を閣議決定～自立支援法の廃止は見送り 
平成24年３月13日、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」(障害者総合支援法)が閣議決定さ

れ、同日に厚生労働省より第180回通常国会に提出され、「障害者自立支援法」の廃

止、新法として「障害者総合福祉法」をつくるとされていた民主党のマニフェストは

結局実行されず、廃止を見送り、改正にとどまる結果となった。 

 

やはり、覆ることはなかった！ 

しかも、基本理念の中で、兼ねてより懸念されていた「全ての障害者及び障害児が可
能な限りその身近な場所において･････」と「障害者及び障害児にとって日常生活又

は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他

一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に･････」 

という、「可能な限り」「旨」という文言は削除されることなく、しっかりと基本理

念に残されたままになっています。 

 

しかし、「難病(成人・児童=児童福祉法)について、障害者の範囲に、次のように明文

化されたことで、制度の谷間を少なからずとも埋めることができたことは評価に値し

ます。 

障害者・障がい児の範囲 ＝ この法律に規定する「障害者」に、治療方法が確立し

ていない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生

労働大臣が定める程度である児童、並びに者であって十八歳以上であるものを加える

ものとすること。とそれぞれの条項に記載された。 

 

また、重度訪問介護の対象拡大 ＝ 障害福祉サービスのうち、重度訪問介護の対象と

なる者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとし

て厚生労働省令で定めるもの」とするものとすること。 

 

共同生活介護の共同生活援助への一元化 ＝ 障害福祉サービスのうち、共同生活介

護（ケアホーム）を共同生活援助（グループホーム）に一元化し、共同生活援助にお

いて、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上

の援助を行うものとすること。 

 

など新たに改正された内容もなくないけれど、障がい者制度改革推進会議総合福祉部

会が長時間を要してまとめあげた提言書のほとんどが、今回の法改正には反映されな

いという、なんともお粗末な結末となってしまいました。 

 

なお、宮崎県肢体不自由児・者父母の会連合会として、他障害者団体と一緒に、宮崎

県議会に請願書を提出していた件について、定例議会において採択され、24年3月

23日付けで宮崎県議会として関係機関に対して「障がい者制度改革推進会議総合福

祉部会の提言を尊重した障がい者総合福祉法(仮称)の制定・実施を求める意見書」が

提出されました。 

 

今回の法律改正を密限りにおいて、障害者権利条約の批准へむけての道のり 

は、一段と遠のいてしまうのだろうか！ 

 



☆宮崎市肢体不自由児・者父母の会総会開催 

平成 23 年度の集大成として、次の日程で開催をすることが 

決定しました。 

 総会開催日 ： 平成 24 年 4 月 26 日（木曜日） 

 開催時間  ： 午前 11 時～正午過ぎ 

 開催場所  ： 宮崎市心身障害者福祉会館 2 階会議室 

 ※なお、総会後に、新しく改正された制度について、宮崎

市障害福祉課から担当者を招いて、詳しい説明をお願いして

いますので、わからないことなどがありましたら、ぜひこの

機会を利用して、不明なことを解決してください。 

車は身障会館西隣の西区交流ｾﾝﾀｰ前駐車場に止めて下さい。 

   
 

☆未就学児の日中一時支援枠削減について 

未就学通園児童に対して日中一時支援利用単位として、２０

単位が提供されていましたが、来る 7 月 1 日からは、通園施

設に月々23 日を通園する場合は、20 単位から１０単位に削

減されることになりました。 

これは、月曜日から金曜日までは通園施設を利用し、土曜日

に日中一時支援施設を利用し日曜日は家族団欒を過ごしなさ

いという考えなのでしょう。 

しかし、夫婦共働きをしている家庭においては、いきなり利

用単位が半減されることについて、大いに戸惑いが生じ、ま

た予告なしの突如としての通達に、怒りさえ感じている保護

者が多数あり、父母の会にも多くの問い合わせと打開策を求

める声が寄せられています。 

この件については、これから父母の会としても宮崎市役所に

対して確認と打開策を協議していきたいと考えています。 

☆全肢連の名称が変わる（24 年 4 月 1 日～） 

社団法人全国肢体不自由児・者父母の会連合会という名称で

親しまれていましたが、公益法人制度改革により、公益法人

移行認可申請が平成 23 年 11 月 30 日に内閣府に提出さ

れ、審査結果を受け平成 24 年４月１日付けで「一般社団法

人全国肢体不自由児者父母の会連合会」と名称が変更されま

す。今回の改正により、評議員会が解消され、理事も 9 名に

削減されるなど、組織のスリム化が図られます。 

☆第 45 回全国大会は宮城県仙台市で開催 

当初は、福島県での全国大会開催が予定されていました

が、東日本大震災の影響で開催ができなくなったために、

急遽宮城県仙台市での開催となりました。 

全国大会開催日 ： 平成24年9月8日(土)～9日(日) 

大会開催場所  ： 仙台市情報・産業プラザ多目的ﾎｰﾙ 

初日は、記念講演(バリアフリー落語・桂福点)、パネル

ディスカッションが行われ、二日目には、一般の人も参加

できる市民フォーラム(一般公開)でパネルディスカッショ

ンを行う予定です。 

３ 

April fool  四月馬鹿 

社会の秩序を乱さず、人を

傷付けず、笑えるものな

ら、嘘をついてもよいとさ

れる日。万愚節（All Fools' 

Day）ともいう。 

由来は諸説あるようです

が、 

●キリストの命日説。 

●キリストがユダヤ人にバ

カにされたことを忘れない

ための行事だとする説。 

●インドの「揶揄節」説。 

（やゆせつ･･･仏教徒は春分

から一週間修行をして「彼

岸」に達するが、それを過

ぎるとまたもとの迷いの世

界に戻ってしまうことを戒

めた行事） 

●１６世紀のヨーロッパで

暦を変えた時、４月１日に

旧来どおりの新年を祝う悪

ふざけをしたのが起源だと

する説。 

この他にもいろいろあり、

古くから似たような風習が

世界のあちらこちらに伝

わっているようです。 

中国では「万愚節」とか

「衆愚節」といい、江戸時

代に日本に伝わり、日本で

は｢不義理の日｣と呼ばれ、

大正時代になって、西洋の

「エープリル・フール」と

いう言葉が使われるように

なったとのことです。 



みんなの広場 

知っているようで知らない「療育と肢体不自由について」 

最近は、障がいも多義にわたり、重度化する方向に向かっているようですが、私たちの会の 

名称にもなっている「肢体不自由」という言葉、そして「療育」という言葉の意味を今一度

ひも解いてみたいと思います。 

「肢体不自由」「療育」という言葉は、故高木憲次先生（東京大学医学部整形外科教室教授

／日本肢体不自由児協会初代会長）による造語で、「肢体不自由」という言葉の意味は、下

記のようなことです。 

四肢（上肢・下肢 ＝手足のこと）および体幹（＝胴体のこと）であり、単に手足のみが 

不自由ということではありません。 

不自由（意のままにならないこと）でその中には、「力が入らなくて、動かしたいのに動か 

せなかったり」「力が入りすぎて、思うように動かせなかったり」「動かしたくないのに、 

動いてしまったり」「安定した姿勢が取れずふらついてしまったり」さまざまな型の不自由 

さがあります。 

では、私たちのからだが「意のままに動く」には、中枢神経（脳〈大脳・小脳・脳幹〉及び 

脊髄）、末梢神経（運動神経、知覚神経）、筋肉、骨・関節、の全てが正しく機能する必要 

があり、私たちのからだのどこかに障がいがあっても、自由さは失われてしまうのです。 

例えば、同じ「脳性マヒ」という疾患名であっても、障害された原因や部位により、出現す 

る症状はさまざまで、一人一人違っているのです。 

従ってこの「個性」を理解し、社会の一員として共に生きる姿勢が必要となります。 

一方、「療育」とは、医療と育成のことであり、現代の科学を総動員して不自由な肢体を 

出来るだけ克服し、それによって幸いにも回復したる「肢体の復活能力」そのもの（残存 

能力のみではない）をできるだけ有効に活用させ、もって自活の途の立つように育成する 

ものといえます。 

肢体不自由児の父と言われる高木先生が５０余年前に残した「療育」という言葉の理念が、 

次にように碑文に残されていますが、現代でも十二分に通用する理念です。 

「たとえ肢体に不自由なところあるも、次の社会を担って我邦の将来を決しなければならな 

い児童たちに、曇りのない魂と希望をもたせ、その天稟をのばさせなければならない。 

それには児童を一人格として尊重しながら、先ず不自由な箇所の克服につとめ、その個性と 

能力とに応じて育成し、以って彼等が将来自主的に社会の一員としての責任を果たすことが 

出来るように、吾人は全力を傾盡しなければならない。」と。 
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４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♪  

２０日，安芸 龍太さん  ・ひなた    ２１日，平原 啓貴さん ・CAD  

２２日，神崎 沙耶さん  ・油津中学校  ２７日，長友 瑠美さん ・療育センターB 型 

２８日，井口 三千代さん ・発達支援センター宙  

３０日，田中 智揮さん  ・清武せいりゅう支援学校 

 

４ 
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