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「絆」が「絆」でなくなっていていると 

感じているのは、私だけ？ 

あの凄惨な東日本大震災から一年が過ぎ去ろうとしています。

いまだ再建、集団移転など地域復興の兆しすら見えない地域

や、遅々として進まない瓦礫
が れ き

や放射性物質の処理、かと思えば

復興バブルと称して被災地とは思えないほど、すごい賑わいを

見せる地域があるなど、なぜにこんなにもばらつきがあるのだ

ろうかと、不思議でなりません。 

今年の年頭の親つばめのご挨拶の中で、「･･･そんな明るい兆し

が見えない中で、私たちにとって最も必要で忘れてはならない

『人との絆』の大切さを、あらためて痛感し思い起こした一年

でもあったと思います。」と述べたことを記憶していますが、

震災後一年を迎える今、改めて「絆」という言葉を考え直して

みると、最初に感じた「絆」と今感じている「絆」とは、大き

く意味合いが違ってきているように感じるのですが、果たして

そう思うのは、私だけでしょうか。皆さんはどのように感じら

れますか？ 

流行語大賞にまでなった「絆」ですが、元来「絆」とは、がん

ばって強めたり深めたりできるものではなくて、あくまでも

「気がついたら絆が深く結ばれていた」というように、後から

気づくものだったんじゃなかったのかなと思うのですが、最近

ことあるごと「ピンチはチャンス」とばかりに、しきりに大声

で連呼される「絆を深めよう」という掛け声に、少なからず違

和感を覚えてしまうのです。 

つながりとしての「絆」は優しく温かく、利害や対立を越え

て、人々をひとつに包み込むだろうと思いますが、しがらみと

しての「絆」は、しばしばわずらわしく、うっとうしい「空

気」のように個人を束縛し支配してしまうのではということ

が、危惧されてならないようにも思います。 

今一度、本当に望まれる「絆」とはなんなのか、考え直すこと

も必要ではないかと思います。   

 

会長 山元 弘道 

親つばめ 

上巳の節句＝桃の節句 
 

桃の節句は、本来は、三月

初め(上)の巳の日に祝われ

たことから｢上巳の節供｣と

呼ばれ、これが本当の名前

なのですが、今では桃の節

句とかひな祭りと呼ばれる

のが普通となっています。 

 

この上巳の節句は、いまか

ら 3000 年も前から中国

で行われていた行事であっ

たといわれていて、中国に

伝わる詩経には「三月上巳

に蘭を水上に採る」という

記載があることから、当時

は桃ではなく蘭（本当は蘭

ではなく藤袴であったと推

測されます）を飾ったと思

われます。藤袴と言えば秋

の七草の藤袴ですが、藤袴

は蘭に似た芳香を放つ植物

なので、禍々しいものを祓

う霊力があると考えられて

いたことから、不祥を祓う

行事だったと思われます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤袴の蜜を吸う蜜蜂 
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厚労省が障害者自立支援法に替わる 

新法骨子が示された。その名は「障害者総合支援法？」 
「総合福祉法」という名前はいずこへ？ 
 

厚生労働省は２月７日、障害者自立支援法に替わる新法の骨子が明らかにされました。 

しかしその内容は、ただ単に障害者自立支援法の名称を変え、共生社会の実現という 

理念を掲げ目的規定も設けることで、「障害者自立支援法の廃止」と見なすという信じ 

られない内容だったのです！ 

示された骨子には、難病患者を障害福祉サービスの対象に加えられましたが、実質的には

障害者自立支援法の改正で、長期にわたって障害当事者らも参加したワーキングチームが

まとめた新法への骨格提言が取り入れられたのはごく一部にとどまる結果となり、実質的

に障害者自立支援法の「廃止」は実現しませんでした。 

この骨子案が3月開催の国会審議を通過し採択されるとするならば、今までの苦労は全く 

の徒労に終わり、無駄であったとしか言いようがなく、私たちは完全に踊らされた形と

なってしまいます！  

今までやってきたのは、全くの無駄ってことか！ あ“～、なんてこった！ 

そもそも障害者自立支援法の廃止と新法の制定は、民主党政権が廃止を公約に掲げたこと

で、平成22年６月に閣議決定。それを受けて障害者自立支援法違憲訴訟団は国と和解し、

政府はマニフェストに沿って障がい者福祉制度を抜本的に見直すため、障害当事者らが参

画する推進会議を立ち上げ、そしてその会議の下で総合福祉部会が平成22年１０月以降、

４２の関係団体及び地方３団体から総合福祉法（仮称）に盛り込むべき事項について意見

を徴収し、その後「骨格提言」の論点ごとに議員間での議論を行うなど、精力的に議論を

続け、昨年８月に提言を行ったわけです。 

そして提言を受けて、その後の法案づくりを厚労省が進めてきたはずだったのですが、 

明けてみてびっくり玉手箱。 

今回の新骨子案発表に伴い、厚労省の中島誠障害保健福祉部企画課長は「障害者自立支援

法という名称の法律はなくなる。新たな理念を掲げた新法になり、障害者自立支援法の廃

止となる」と発言。なんとも子供だましの説明には、あいた口がふさがらないとはまさに

このこと！一体全体誰のために新しい法律を作ろうとしていたのか、できるものならば、

直接問いただしてみたいものです。 

ということで、父母の会としても、今回の厚労省案の「総合支援法」が国会通過を阻止す

るために、県内の障害者団体との連名で宮崎県議会を通して、国会や厚生労働省に骨格提

言を尊重した新法をつくるように請願書を提出しました。 

みなさん！ 他人事ではありませんよぉ～！ 

 
 



☆ ジョギング・ユニファイド締切迫る！ 

 

   
 

☆平成 23 年度「総会予定のお知らせ」 

平成 23 年度の活動の集大成として、下記の通り総会を開催

し、次年度へ向けてスタートを切りたいと考えています。 

是非、多数のご参加をよろしくお願いします。 

 総会開催予定日 ： 平成 24 年 4 月 26 日（木曜日） 

 開催予定場所  ： 宮崎市身障者福祉会館 2 階会議室 

 開催予定時間  ： 午前 10 時～  

※ 詳しくは 4 月の親つばめにてお知らせします。 

☆恒例のボーリング大会が大盛況の内に終了♪ 

今年のボーリング大会は、都城、日南、串間、宮崎市他から

総勢 80 余名の参加があり、大いに盛り上がりました。 

今年は、豪華景品を山形屋労組・コカコーラ様にご準備頂

き、皆様に大いに喜んでいただくことができました。 

本当にありがとうございました。 

 

☆車いす送迎が車贈呈される♪ 

アステラス製薬株式会社の社会福祉貢献事業の一環として、

希望社員の一人一人が毎月のお給料から 100 円を基金に積み

立てた結晶が、今年も 7 台の福祉車両として全肢連を介して

全国の施設に寄贈されました。そのうちダイハツアトレイが

宮崎市にある障がい福祉支援施設 T.H.S. RaCoo！に寄贈。 

2 月 15 日に、アステラス製薬か 

ら 7 名、市長代理として障害福祉課長、 

市議会議長を来賓にお迎えして、贈呈式 

が厳かに行われました。 

 

３ 

季節ごとに変わる 

「ぼたもち」の呼び名と 

その由来はぁ～ 

「ぼたもち」は春に「牡丹

餅」、秋に「御萩」と呼ばれ

ますが、実際には夏と冬にも

正式な呼び名があることをご

存知でしたか？！ 

実は、季節ごとに「ぼたも

ち」の呼び名とその由来が

あったのです。 

春は牡丹餅 

牡丹の花が咲く季節、すなわ

ち春の彼岸に、神仏や先祖へ

の供物とされた小豆あんの様

子を、牡丹の花に見立てたこ

とから牡丹餅。 

夏は夜船 

ぼたもちは、もちと作り方が

異なるため、「ペッタン、

ペッタン」のような音を出さ

ずに作ることができる。だか

ら、隣に住む人には、いつ搗

(つ)いたのか分からない。そ

こで、｢搗き知らず｣→｢着き

知らず｣と言葉遊びをして、

夜は暗くて船がいつ着いたの

かわからないことから夜船。 

秋 御萩 

牡丹餅と同様、小豆あんの様

子を秋の彼岸の時期に咲く萩

の花に見立てたことから御

萩。 

冬 北窓 

夜船と同じように、｢搗き知

らず｣→｢月知らず｣と言葉遊

びをして、月を知らない、つ

まり月が見えないのは北側の

窓だ、ということから北窓と

言われていたそうです。 

面白いですね。 

２０１２宮崎シーガイア 

ジョギング・ユニファイド大会 

参加者募集♪ 

今年で２７回を迎える恒例の宮

崎シーガイア・ジョギング・ユ

ニファイドが４月２９日に開催

されます。 

申込み締め切りは、３月１９日

(月)。 事務局まで。後日大会

事務局より参加証が郵送されて

きます。奮ってのご参加お待ち

していまぁ～す♪ 



みんなの広場 

今月は、会員の皆様からのお便りはお休みを頂き、かわりに父母の会から二つほど、 

皆様にお願いをさせて頂きます。 

１． 父母の会新規会員のご紹介をお願いします。 

父母の会では、新規入会者を募集しています。 

お知り合いにまだ父母の会にご入会頂いていない方がいらっしゃいましたら、ぜひ入会して 

頂くように、ご紹介をお願いします。現在の父母の会活動は、四つの柱で活動をしています。 

１．多種多様のイベントの開催を通じ、会員相互の親睦とコミュニケーションネットワーク 

広げられる機会を作っています。 

２．国の福祉制度の変革がめまぐるしく変化する中で、最新の情報をわかりやすく解説した 

り、例えばショートステイや必要と認められる福祉制度の充実を全国肢体不自由児・者 

父母の会連合会を通じて陳情をしたり、全肢連顧問の国会議員を通じて国会での法制化 

推進する活動を行っています。 

 ３．毎年、宮崎県・宮崎市などの主要行政機関に対して、予算確保を含め障がい福祉向上の 

お願いなど、障がい福祉の向上のために活動をしています。 

 ４．全国肢体不自由児・者父母の会連合会の広報誌等を通じての情報発信しています。 

あなたの身の回りで、障がい福祉に関してお困りのことがありましたら、父母の会を通じて 

行政機関に相談をする事も可能です。皆様と行政機関とのパイプ役としても大いにご活用く 

ダサい。ちなみに、年会費は2,400円（一月200円）です。 

新会員のご紹介は、事務局までご連絡ください。入会についての詳細をこちらから直接ご説 

明をさせて頂きます。一人でも多くの保護者の方が入会して頂けるよう、よろしくお願いいたします。 

 

２．自動販売機設置協力のお願い 
宮崎市肢体不自由児・者父母の会の活動は、当会独自ならびに障がい福祉団体で共同設置し 

ているコカコーラ、サンAなどの自動販売機の売り上げの一部が活動資金となっています。 

景気低迷の折、従来ご寄付を頂いていた企業、団体、社会福祉協議会さまからの助成金も 

毎年少しずつ減額の途を辿ることを余儀なくされています。 

会員の皆様やお知り合いで自動販売機を設置して頂ける方、公共の施設などが 

ありましたら、事務局まで是非ご一報をお願いいたします。  

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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３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♪ 

１日 長野 誠也さん 在宅         ２日 都甲 政明さん 発達支援センター宙 

２日 赤澤 昌文さん まごころ園       ５日 島田 百合香  療育センターB 型 

６日 黒田 芽以さん 清武せいりゅう支援学校１３日 金丸 貴広発達支援センター宙 

２４日 橋口 美智代さん 在宅       ２９日 川野 真康さん ふれあい分譲  

４ 
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