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対面リーディング通信 2016年
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今年もよろしくお願いします

基礎講習会のお知らせ

今年度３回目の基礎講習会を行います。

日時 ３月２３日（水） 13時～1７時

（全1回）

場所 4階会議室

対象 当館での対面の活動をご希望の方、

活動中で当講習に興味のある方。

定員 ２0人（先着順）

講師 当館職員ほか

内容 視覚障害者の理解、対面のサービス内

容とルール、利用者対応の仕方などを

ロールプレイや講演でわかりやすく学

びます。また、全館の見学も行います。

（「読み方」などの技術的な講習では

ありません）

申込 ２月２７日（土）までにサービス部

対面担当 木田・福田

（電話06-6136-7704）まで。

※参加費用は無料です。

今月号の主な内容

対面リーディング難所物語 漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その７） 二村 晃 ２

寄り道・回り道 ARK Hostel ＆ Cafe Dining 木村 謹治 ３

誌上勉強会 対面リーディングの実際 １４ 木村 謹治 ４

情報発信 「手引き」による誘導ついて 福田 直樹 ７

寄り道・回り道 大同生命保険と広岡浅子 ~ 肥後橋近辺を歩く~ 木村 謹治 ８
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅢⅩⅥ〉

８０．今年も漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その７）

二村 晃
ふ た む ら あきら

136

新年おめでとうございます。今年は風もな

く、うららかな日和の三が日で、昨年の雪の

舞うお正月とはうって変わった穏やかな丙申

（ひのえさる）年の幕開けでした。

そのお正月の徒然を慰めてと、情報文化セ
つれづれ

ンターから素晴らしい贈物が届いたのです。

何と、終戦直後の昭和21年４月から、翌22

年２月までの10カ月、福岡市の夕刊フクニ

チに連載された長谷川町子作、『サザエさ

ん』の音訳デイジー作品でした。誕生したば

かりのサザエさん一家の初々しい姿が１ペー

ジ目から微笑ましく描かれ、笑いを誘います。

こんな具合です。１ページ １コマ目 着

物姿のフネを真中に、ワカメとカツオが緊張

して正座しています。２コマ目 フネさん、

フスマの向うに「サザエ、サザエ！」と呼び

かけます。３コマ目 現われたサザエさんは、

口の中いっぱいに焼芋、左の手にも焼芋。フ

ネ、「これっ！何です、そのナリ（恰好）

は」。カツオが、「皆さんにご挨拶をしてい

るところだよ」。 ４コマ目 汗をとばしな

がら逃げて行くサザエ。フネ、「どうも、あ

んなふうで困ります」。 （サツマ芋が主食

だった頃、どこの家にも芋だけは……）

２ページ １コマ目 鼻歌まじりのサザ

エさん、フライパン片手に「目新しい代用食

でも作ろうかな」 ワカメ、「作ってぇ！」

２コマ目 棚の上のラジオから、「お芋の

切り屑や煮干しの屑を入れます」。その通り

にやるサザエさん。ワカメはテーブルに顎を

乗せて期待いっぱい。３コマ目 「最後に糠
ぬか

を入れ、よくかき混ぜます」とラジオ。頭の

上に？マークを浮かべながら、言われる通り

に作っていくサザエ。４コマ目 「ただ今は

鶏の餌について申しました」とラジオ。エ

ッ？となるサザエさん、シュンとなるワカメ。

（卵が高価な時代でしたので、各家庭で鶏を

飼うのが流行しました。）

昭和22年１月、長谷川町子さんの東京進

出で、サザエさん一家も東京に引っ越します。

引っ越しの車中の騒動も愉快ですが、東京で

のサザエさんを紹介しましょう。

141ページ １コマ目 サザエさんの家に

月当番の札がかかっています。次々と配給品

を取りに来ているようです。「お隣の浦島で

す。一度お出かけ下さいまし」「いやぁ、恐

れいります。どちらかへお勤めで？」とサザ

エさん。 ２コマ目 「はぁ、丸の内ですの。

どうぞよろしく！」「こちらこそ、これおま

けですわ」と余分に配給を渡すサザエさん。

３コマ目 次々と配給品を取りに来た近所の

人。「あらっ、足りないなんてどうしたので

しょう？」「宅もまだ頂いてませんわ」大き

な篭の中はカラッポ。 ４コマ目 カチッ、

カチッ、カチッと拍子木を打ちながら、「今

の配給、やり直しーっ！」とサザエさん。

東京に移っても、愉快な失敗を繰り返して

は笑いをふり撒く24歳のサザエさんです。

暗く荒んだ終戦直後の世の中に、めげるこ
すさ

となく明るく生きるサザエさん一家。父、磯

野波平54歳・母フネ50歳・弟カツオ11

歳・妹ワカメ９歳の日常が、サザエさん中心

に楽しく描かれています。ほのぼのとしたユ

ーモア溢れる４コマ家庭漫画の傑作、70年

も昔の作品とは到底思えません。続きが読み

たいですね。制作・広島県立視覚障害者情報

センター。
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

こだわり産直野菜と生パスタ ARK Hostel & Cafe Dining

【所在地】 大阪市西区江戸堀1-15-11
【電話番号】 080-5366-0102
【行き方】 大阪市営地下鉄 四つ橋線 肥後橋駅 ９番出口から徒歩約３分
【営業時間】 ランチ 11:00～14:00 カフェ 14:00～17:30

ディナー 17:30～21:30 バー 21:30～24:00（L.O.23:00）
【定休日】 年中無休
【URL】 http://ark-osaka.jp/information/

『いらっしゃい、美味しいですよ』とフレ

ンドリーなイタリア人（たぶん）が迎えてく

れます。長めの通路を抜けると意外と広いレ

ストラン。

ここの特徴は

野菜ソムリエが

厳選した日本全

国200以上の契

約農家から直送

される、こだわりの有機野菜を使ったサラダ

バーや、シェフが毎日作る野菜を練りこんだ

自家製手打ちパスタです。黒豆やゴマの自家

製手打ち麺など、他の店では食べることの出

来ないパスタです。 ランチメニューは

自家製手打ちパスタランチ 950円

国産こだわり野菜のサラダバーランチ 950円

Arkおすすめランチ 1300円

の３種類です。

僕が食べたのはパス

タランチ。スープ・野

菜・パンがワンプレー

トに乗っています（写

真 の 飲 み 物 は 別 料

金）。その日のパスタ

はペンネでした。もち

もちしていながら、ほどよい歯ごたえもあり

とても美味しかったです。さすが自慢するだ

けのことはあります。

食事が終わるとドルチェが。ドルチェとは

なんぞやと思いきや英語のスイーツと同義語

らしい。専属パティシエが作る男性も嬉しい

（？）スイーツが出てきます。甘さもほどよ

く、確かに美味しかったです。

もう一つの特徴は店名に「Hostel」と名

のある通り、１階はカフェ・レストランスペ

ース、２階から５階まではホステルになって

います。ドミトリーは１泊2900円から泊ま

れます。女性専用ドミトリーは3000円から。

夜ともなれば、入口前に設置されたソファ

を中心に、外国の宿泊客がくつろぎながら会

話しており異国情緒が溢れてきます。

帰るのが厭になった時や、外国語で会話を

したい時はここに泊

まるか、ソファーで

寛いで（無料）下さ

い。ここに交われば

世界に繋がる扉を開

けたようなもの。旅の話を聞けばきっと旅し

たくなる衝動に駆られることでしょう。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 １４

－ 腹式呼吸 －

今回は趣向を変えて、腹式呼吸を取り上げてみます。歌を歌う時や朗読する時など腹式呼吸

が基本だと言われています。

腹式呼吸のメリットは胸式呼吸と違い、喉に力が入らないために発声が楽にできます。長時
のど

間声を出しても、喉が疲れにくいと言えます。

また、吐く息の量のコントロールがしやすいので、ロングトーンや長いフレーズが楽に出せ

たり、胸式呼吸に比べると、息のロスが少ないので、大きな声が出せるなどメリットが多々あ

ります。が、最大のメリットは、喉に力が入らないことです。

さらに、胸式呼吸は肋間筋による交感神経優位の呼吸運動で、腹式呼吸は横隔膜による副交
ろつかんきん

感神経優位の呼吸運動と言われています。

医学面から

①副交感神経を活性化することで、リラックスが促進される。

②横隔膜が上下運動することで、内臓の消化運動を助ける。

③酸素の摂取量が30%程度増える。

④腹部大動脈が刺激され、血行が促進される。

⑤背骨の自然な動きが引き出される。

と、ざっと並べるだけでも、これだけの効果が考えられます。要するに、内分泌系に関して良

い影響があるのが腹式呼吸だと言えます。

腹式呼吸トレーニングの５つの工程

最初の段階では、お腹に意識を集中するた

め、体全体の力を抜き仰向けに寝そべります。

１．体全体の力を抜き、仰向けに寝そべる

２．お腹に風船が入っているイメージをも

つ

３．ゆっくり息を吐く（風船がしぼむ）お

腹が凹む

４．空気を全部吐き切ったら、ゆっくり息

を吸う（風船が膨らんでゆく）お腹が

膨らむ

５．空気が吸えなくなくなったら（3）に

戻る

１ 体全体の力を抜き、仰向けに寝そべる

まず、どの姿勢

で行うかですが、

初心者にとって一

番やりやすい体勢

は、仰向けに寝そ

べる事でしょう。

立位姿勢（いわ
り つ い

ゆる立っている状態）では、リラックスして

いるつもりでも、実はバランスを取るために

下半身や体幹筋などに微妙に力がかかってい

ます。
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２ お腹に風船が入っているイメージを

腹式呼吸とは、簡

単に言うと「息を吸

った時にお腹が膨ら

む呼吸法」です。

分かりやすくイメ

ージするために「お

腹の中に風船が入っ

ているイメージ」を

持ってください。息

を吸うとその風船が

膨らみ、吐くと風船がしぼむイメージで行い

ます。

３ ゆっくり息を吐く（風船がしぼむ）

⇒ お腹が凹む

ゆっくり息を吐くことから始めます。だい

たい１０秒程度かけて、お腹の風船にある空

気を全部吐き出すつもりで行ないます。風船

がしぼむのでお腹は凹んで行きます。

この時、吐き出す空気は口から。そして、

口を少しすぼめて「フー」や「スー」など空

気に音を付けてください。

これは「風船の中の空気が外に出ているん

だよ」と言うことを強く自己認識するためで

す。

４ 空気を全部吐き切ったら、ゆっくり

息を吸う（風船が膨らんでゆく）⇒

お腹が膨らむ

お腹が凹んで「これ以上吐き出せない」く

らい空気を吐き切ったら、今度は空気をゆっ

くり吸い込みます。この時は鼻から。これも

１０秒程度かけてゆっくり。

同時にお腹の風船が膨らみだして、どんど

ん大きくなります。凹んだお腹がもどり、さ

らに膨らんで行きます。

５ 空気が吸えなくなくなったら（３）

に戻る

「もうこれ以上吸えない」となったら３に

戻 り 、「 フ ー 」 や

「スー」など空気に

音を付けてゆっくり

息を吐き出します。

この繰り返しを初

心者の場合３回程度

から始め、慣れてき

たら徐々に回数を増

やすのが良いでしょ

う。

空気を吐き出す時も、吸う時も、動くのは

お腹だけです。お腹の風船だけが大きく膨ら

んだりしぼんだりします。お腹以外の部位は

ほとんど動かない状態にすることが重要です。

練習を始めても、多くの人が、胸部も同時

に動かしてしまいます。例えば、

・呼吸と同時に胸が上下する

・肩が動くなどしてしまう

これらの動きがあまり大きいと、トレーニン

グの趣旨を逸脱してしまいます。

最初のうちは、動きを確認するために、人

に見ていてもらうのが一番ですが、そう出来

ない場合は、以下の２つの方法が有ります。

・お腹の風船の動きを確認するため、おへそ

のあたりに軽く手を乗せます。

胸部が動いていないか確認するため胸

の中心部に手を乗せます

・携帯やデジカメのムービーで撮影するなど

して確認する方法もあります。ほんの数セン

チや数ミリ単位の微妙な動きになることもあ

るので、細かな動きを上手く捉えるように撮

影するのがコツです。
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どうしても胸が動いてしまう人

以上のような工程を試しても、どうしても

胸部が動いてしまう方は、どうしたら良い

のでしょうか。これは多少荒業ですが、

両手で胸部を抱え込んで固定する方法です。

両腕で胸部を抱え込むことで胸が固定されま

す。そうした上で意識をお腹だけに集中して

動かしてみると良いでしょう。徐々に出来る

ようになるはずです。

どれくらいで効果が出るか？

さて、このトレーニングをどれくらい行え

ば腹式呼吸が出来るようになるか？気になり

ますね。

１日１５分程度でも行えば、２週間程度で

お腹だけがスムーズに動くようになるハズで

す。ただし個人差はありますので、１ヶ月以

上かかる方もいるかもしれません。

立ったままでも、お腹を膨らませて呼吸を

することが出来るようになれば、ひとまず完

成です。

筋肉運動を身体に覚えさせるためには、何

をさておいても「反復練習」しかありません。

頭であれこれ考えるより、まず実際にトレー

ニングすることなのです。

最初は出来なくて辛いかもしれませんが、

繰り返すうちに少しづつ出来るようになって

行きます。

トレーニングする際の注意点

このトレーニングには、少し気をつけなく

てはならない点があります。呼吸は人間の生

命活動の根源でもあり、やり方を間違えると

危険をともなうこともありますので、以下の

点に十分注意して行なってください。

１０秒程度とした呼吸のスピードは、ゆっ

くりにする程身体に負荷がかかりますのでト

レーニングとしては効きます。しかし、やり

過ぎると酸欠状態になり気分が悪くなる事が

あります。血圧の低い方や、低血糖症の方な

どは特に注意が必要です。あまり過度にゆっ

くりやり過ぎるのは危険ですのでおやめくだ

さい。

１０秒程度としたのはあくまでも目安です

ので、個々のペースであまり苦しくならない

程度に行うことが重要です。

練習に時間がとれない人に

時間がとれない時に簡単に会得する方法は

ないのかと考えるのは人情ですね。

そこで超簡単練習法を紹介します。

胸を張る

以上です。『え、たったそれだけ！』っと

思いますよね。でも、呼吸すると言うことは、

お腹を使う「腹式呼吸」か、胸を使う「胸式

呼吸」の２つしかありません。

だから、一生懸命に腹式呼吸が出来るよう

にがんばるのではなく、最初から胸式呼吸な

ど出来ない状態で始めればいいのです。

胸を張る → 胸式呼吸がしづらい → 勝手

に腹式呼吸になってしまう。結果として、背

筋が伸びて、とても「見た目がいい」という

事になります。とても簡単

ですね。一度試して下さ

い。

以上

『上越さくら整体院』『ボーカル請負人』

『れみぼいす』『Voice Feaks』を参考にさ

せていただきました。

腹式呼吸をすると言うことは体にもいいことが多いです。健康法も兼ねて練習してはいかが

でしょうか！ 練習方法は上記以外にもあります。自分に合った方法で練習するのが近道であ

り確実です。
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情報発信

「手引き」による誘導について

図書・情報係 福田 直樹
ふ く た な お き

ライトハウスで活動をされていると、対面

室からエレベーターやお手洗いまでの移動な

ど、手引きをする場面に出会うことも多いか

と思います。

そこで、今回は手引きの基本について簡単

にご紹介します。

・希望に添った介助を

当館を利用されている方すべてが館内

での手引きを必要とされているわけではあ

りません。まず一言「エレベーターまでご

案内しましょうか？」などの声かけをして、

利用者が望まれる介助をして下さい。

・手引きの基本

手引きをする人は、手引きする腕を自然

に下げて、視覚障害者より必ず半歩前に立

ち、手引きの腕のひじを軽く視覚障害者に

持ってもらいます。手引きする人は、必要

以上に緊張したり、腕に力を入れすぎたり

しないで、軽く一緒に歩くという気持ちで、

自然に歩いて下さい。

また、人によっては肩を持って手引きし

てもらう方がよい方もおられますので、よ

く聞いてから手引きを始めて下さい。

・狭いところを通るとき

二人分の幅が確保できないときは、手引

きをする人が手引きの腕を背中に回します。

この合図で利用者は手引き者の真後ろにつ

きます。動作だけでなく、「狭いので気を

つけて下さい」などの声かけも大切です。

狭い場所を通り過ぎたら腕を戻し、元の位

置に戻ります。

・段差があるとき

階段や段差のあるところでは、その手前

で立ち止まり、「階段です。」「これから上

がります。」「これから降ります。」「階段、

終わりました。」などと声をかけて手引き

を進めて下さい。足腰の弱い方や階段に不

安を感じる場合は手すりを持って移動する

のも方法の一つです。

・座席への誘導

椅子や座席へ誘導するときは椅子の位置

と向きが分かるようにします。背もたれや

座面、机などに手を誘導して触れてもらう

と分かりやすくなります。

・手引きのときの注意点

手引きする人が後ろから抱きかかえたり、

視覚障害者の方のひじを持ったりする方法

は、視覚障害者にとって体の自由がきかず、

また視覚障害者の方が手引き者より前に立

つ形となり、前に何があるのか分からず、

非常に不安感を持たせてしまいます。

また、白杖を持っている手を持ってしま

うと、せっかくの大切な白杖の役割を封じ

てしまいます。

移動において最も大切なことは言うまでも

なく、安全の確保です。

どうしても緊張してしまいがちですが、ど

う接して良いか分からない時は、ご本人に尋

ねて下さい。コミュニケーションを取ること

がお互いに気持ちよく接することに繋がりま

す。

※以上の内容は岩手県社会福祉協議会、津市

社会福祉協議会のホームページを引用・参考

にさせて頂きました。
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

大同生命保険と広岡浅子 ～肥後橋近辺を歩く～

皆さん、朝の連続ドラマ「あさが来た」を

見ておられますか。古川智映子の「小説 土
ち え こ

佐堀川」を元に大森美香の脚本で制作されて
み か

います。脚色されていますが実在の人物をモ

デルにした物語です。

江戸から明治・大正への激動の時代を生き

た夫婦の愛の物語として描かれています。

実際の名称は、京都の今井家は出水三井家、
で み ず

大阪の加野屋は豪商・加島屋、浅子の姉が嫁
か じ ま や

いだ山王寺屋は天王寺屋と置き換えて下さい。
て ん の う じ や

また、

白岡あさ → 広岡浅子

白岡新次郎 → 広岡信五郎

五代友厚 → 五代友厚（本名）
ご だ いともあつ

が実際の名前です。

広岡浅子は、1849（嘉永２）年、豪商三
か え い

井家の一つ、出水三井家（後の小石川三井

家）の６代目当主・高益の４女として生まれ
たかます

ました。そして、２歳のとき、７代目当主・

高喜の義妹として出水三井家に入ります。
たかよし

1865（慶応元）年、17歳になった浅子

は、かねてからの約束どおり、加島屋の当主、

第8代広岡久右衛門正饒の次男である広岡信
き ゆ う え も んまさあつ

五郎のもとに嫁

いだ。

加島屋は「天

下の台所」と言

われる大坂で、

多くの諸藩の御

用を務めた豪商でした。

しかし、明治維新とそれに続く廃藩置県に

よって、加島屋は存続の危機に直面しました。

廃藩置県直後の加島屋に残っていたものは、

返してもらえるあてのない膨大な貸付金と、

江戸時代から付き合いのある毛利・宇和島・

伊達といった名家からの資金融通要請でした。

浅子は持ち前の行動力と胆力でこれに立ち

向かって行きます。

炭鉱業への新規参入は、実業家・広岡浅子

の名を一躍有名にしました。

浅子が炭鉱経営をした時のエピソードとし

て、「洋装の浅子がピストルを懐に忍ばせて

炭鉱に入った」というものがあります。当時

は女性が炭鉱経営をした例もなければ、珍し

い洋装で自ら炭鉱に乗り込むことも、想像の

つかないことす。

浅子が大阪と炭鉱のある九州を忙しく往復

していた頃、成瀬仁蔵と名乗る人物が浅子の
な る せじんぞう

元を訪ねてきました。米国から帰国後、大阪

で梅花女学校の校長となっていた成瀬は、女

子にも高等教育が必要と考え、日本で最初の

女子大学を設立しようと奔走していました。

浅子と面会した成瀬は、資金援助などの賛同

を依頼するとともに、自身の著作『女子教

育』を浅子に手渡しました。

成瀬とともに、時には成瀬の代わりに東京

へ赴き、自らが大学を創らんとする勢いで政

財界の有力者に女子大学の必要性を説いて回

り、次々と協力を取り付けていったのです。

その結果、ついに1901（明治34）年、日

本初の女子大学・日本女子大学校（現在の日

本女子大学）が設立されます。

浅子は日本女子大学校設立後も、情熱を失

うことはなく、「社会の一員である女性に教

育をしない手はない」という信念を持ち続け

ました。1914（大正3）年から亡くなる前

年まで、御殿場・二の岡にあった別荘に20

名程度の女性を招き、夏期勉強会を毎年開催

します。この勉強会に参加した若き女性たち

は、後に政治、教育、文学などあらゆる分野

で日本を代表する女性として活躍しました。

勉強会の主な参加者は日本女子大学校初の

女性校長となる井上秀（18751963）、
ひで

女性記者とし活躍した小橋三四子（1883
お ば し み よ こ

1922）、女性参政権獲得運動に尽力し、戦

後、参政権実現後は参議院議員25年。生涯
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を女性の地位向上や政治の浄化に捧げた市川
いちかわ

房枝（18931981）、児童文学作家・翻
ふ さ え

訳者として『赤毛のアン』他多数の作品を世

に出した村岡花子（18931968）などが
むらおか

いる。

浅子は、七転び八起きを超える「九転十

起」を座右の銘とし、炭鉱経営等に参画。さ

らに中川小十郎をはじめとする有能な人材を
こじゆうろう

招 聘し、大同生命の創業にも深く関わるな
しようへい

ど、その手腕を遺憾なく発揮します。

1919（大正8）年、71歳でその生涯に

幕を下ろした浅子は「普段から言っているこ

とが遺言」だとして、最期の言葉を残しませ

んでした。

今回は広岡浅子ゆかりの地を紹介します。

情文への行き帰りに寄ってみてはいかがでし

ょうか。

大同生命

１９９３年に竣工し

た大同生命大阪本社ビ

ルは、ヴォーリズが設

計した旧本社ビルを建

て替えたもので、旧ビルの様式を受け継いだ

美しい姿。浅子はヴォーリズと親交があり、

ヴォーリズの結婚にも深く関与しています。

こちらの２階メモリアルホールで、「大同

生命の源流“加島屋と広岡浅子”」特別展示

が開催されています。入館料は無料。

梅花女学校発祥の地

梅花女学校の主任教

師・成瀬仁蔵は、福沢諭

吉・新島襄と並んで３大

教育者とされている。1

901（明治34）年に日

本女子大学校を創設。浅子は成瀬の「女子教

育」に深く賛同し大学設立に向けて大きく寄

与しました。

日本キリスト教団 大阪教会

1911（明治44）年

に浅子が洗礼を受けた

プロテスタント教会。

1922（大正11）年に

ヴォーリズ設計による

教会堂が竣工しています。

大阪金相場会所跡と友厚像

五代友厚は大阪経済の近代

化に尽力した実業家。加島屋

が不振の時、浅子を励まし

た。写真は現在の大阪証券取

引所です。

堂島米市場跡

1730年に大坂堂島

に開設された米の取引

所のことです。当時の

大坂には全国から年貢

米が集まり、米会所では「米切手」が売買さ

れていました。「世界初の先物取引所」です。

淀屋跡

豪商・淀屋常 安によ
じようあん

り中之島は1619（元和

５）年に開発された。ま

た、幕府に米市場の設置

を願い出て取引所を開設。米の価格は安定し

品質も向上したと言われている。

天五に平五・十兵衛横町
て ん ご へ い ご

江戸時代、経済制度の発展に

伴い、今日の銀行的業務の必要

が生じ両替商が生まれてきた。

大坂では1628（寛永5）年天

王寺屋五兵衛が始めたのが最初

という。1670（寛文10）年に

は幕府により十人両替が誕生し

た。ここにはその中でも最大手の天王寺屋五

兵衛と平野屋五兵衛の2軒が、道を挟んで店

を構えていたことからこのように呼ばれた。

情文周辺に、こんなぎょうさんの史跡があるなんて「びっくりポン」やわ。対面リーディング

の行き帰りに見てこよ～。楽しみですな～。
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・オープンデー、館内見学にご参加下さい

毎月1回開催（2月は第2土曜・13日の予定）の「オープンデー」は、どなたでもご参

加頂ける館内見学会です。土曜日の13時30分から約2時間、普段はご覧頂けない製作

部門などへもご案内いたします。費用は無料です。参加ご希望の方は対面担当までご予

約をお願いいたします。

当館でのボランティア活動を行う上で、館内の様子や活動内容を知って頂くことはとて

も大切です。1度は必ず館内見学へのご参加をお願いします。

土曜日以外にも見学の機会はあります。対面担当までご相談下さい。

・ボランティア交流会のお知らせ

３月８日（火）はボランティア交流会のため、対面リーディングはお休みとなります。

今年の交流会では第1部で当館の利用者サービスや、点字・録音図書などの製作の様子

をご紹介するほか、第2部ではゲストの方による落語とハーモニカ演奏もお楽しみ頂け

ます。もちろん、毎年恒例のバザーも開催します。

皆様のご参加をお待ちしております。

最近の「しこ名」は難しい？

来月には大阪で春場所が開かれる大相撲。最近は昔に比べて難しい力士のしこ名が多いです

ね。今回は読み方に迷うしこ名を集めてみました。さて、何人読めるでしょうか？

①日馬富士

横綱です。もうおなじみですね。

②臥牙丸

意外にストレートな読みです。

③阿夢露

ロシア出身。川にちなんだ名前です。

④大露羅

こちらもロシア出身。大自然の神秘？

⑤刃力

いかにも強そうな読みです。

⑥宙風

まさに今風の名前。宝塚っぽい？

⑦正代

深読みすると間違えそうです。

⑧天空海

一見普通に見えますが奇抜な読みです。

情文のすぐ近く、「日本一短い」として
有名だった肥後橋商店街のアーケードが
撤去されてしまいました。時節柄仕方の
ない事とはいえ、昔ながらの名物が消え
てしまうのは寂しいですね。（F）

日本ライトハウス 情報文化センター

550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2

06-6136-7704（対面専用）

06-6441-0039（サービス部）

（答え）①はるまふじ ②ががまる ③あむうる ④おおろら

⑤ばりき ⑥そらかぜ ⑦しょうだい ⑧あくあ


