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対面リーディング通信 2022年
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対面リーディングの継続について

当館では、これまで大阪モデルの「赤信号」が点灯した場合、館内でのボランティア活

動や会議室利用、サービス提供の利用制限を行ってきましたが、今後は「赤信号」になっ

ても、感染対策を徹底しながら現状通り続ける方針です。

（ただし、国や大阪府・市から強力な指導が出された場合は、それに従います。）

この方針に合わせ、対面リーディングも継続して行っております。

利用者からのご希望が入り次第にご依頼の連絡をさせていただいております。ボランテ

ィア活動についてご不安、ご不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねください。

現在も引き続き、以下の方法で対面リーディングを行っています。

・Zoomミーティングを使い、利用者とボランティアさんが別々の対面室に入り、

パソコン画面を通して対面リーディングを行います。時間は1時間半を上限とし

ます。

・来館時の体温測定、マスク着用、手指の消毒を徹底し、必要に応じて手袋も使用

できるよう、当方で用意いたします。

・対面の前後に担当者がドアノブや机、パソコンなどの定期的な消毒を行います。

今後も感染予防に細心の注意を払いながら、利用者サービスの提供と、ボランティア活

動の継続に努めて参ります。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

今月号の主な内容

対面リーディングの再開について １

私のふるさと 水にまつわるエトセトラ 石原 加奈子 ２

寄り道・回り道 焼肉冷麺 ユッチャン。北新地店 木村 謹治 ３

誌上勉強会 間（ポーズ）の取り方 木村 謹治 ４

情報発信 漢字あれこれ（その11） 澤井 稔 ８

情報発信 目のストレッチ 福田 直樹 ９

お知らせ 10
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私のふるさと 職員紹介

水にまつわるエトセトラ

エンジョイ！グッズサロン 石原 加奈子
い し は ら か な こ

私のふるさとは「うどん県」こと香川県で

す。大学の四年間を除き、生まれてから結婚

するまでの約四半世紀を地元で過ごしました。

今回はふるさとの「水事情」を紹介したいと

思います。

香川県は中国山地と四国山地に挟まれ、雨

が少なく日照時間が長い瀬戸内海式気候です。

しかし、大きな川がなく水不足は昔から切実

な問題でした。そのため県内各地に多くの

「ため池」が作られてきました。日本一大き

なため池「満濃池」は日本一面積の小さい香
まんのういけ

川県にあるんですよ！現在は高知県から徳島

県へと流れる吉野川水系に作られた「早明浦
よし の がわ さ め うら

ダム」から水を分けてもらっています。

地元紙「四国

新聞」には早明

浦ダムの貯水率

を示す図が毎日

載っています。

右半分に平年値、

左半分に現在値

がパーセンテージと水の量で表現されており、

パッと見ただけで大体の現状を把握すること

ができます。

今年も空梅雨の影響で、7月初めに貯水率

が30％を下回り、一時は香川県向けの供給

量が50％に削減されていたとか（給水が減

圧されるため水道の出が悪いなぁと感じるか

もしれません）。

ちなみに、貯水率が下がりダムの底に沈ん

だはずの役場が姿を現し始めると要注意！！

香川県民は焦り始めます。香川県民あるある

です。

私が地元で働いていた1994年は深刻な水

不足に陥りました。7/11に夜間断水が始ま

り、7/15からは16時～21時の5時間だけ

給水という過酷な日々でした。8/19にはダ

ムが干上がってしまい断水はその後もしばら

く続きました。暑い夏にシャワーを浴び損ね

ては大変と、職場の上司たちも残業せずに全

員で早く帰宅していた思い出があります。

幸いにも我が家はチョロチョロと水が出て

いたのでラッキーでした。が、水が出ない家

の人に申し訳なくて大っぴらに言うことはで

きませんでした。

話は変わりますが、大学時代にも水にまつ

わるひどい体験をしました。京都で一人暮ら

しをしていた時、大雨で床上浸水。部屋のフ

ローリングを取り換えるので暫くホテル暮ら

ししてほしいと管理会社から言われ、大慌て

で荷造りしました。ちょうどテスト期間中だ

ったので成績がちょっと…。いろんな意味で

苦い思い出です。(;^-^A しかし後日おりた

保険金を利用して自動

車免許を取りに行きま

した！今でも洪水のニ

ュースを見るとあの時

のことを思い出しま

す。

そう言えば東日本大震災の時は千葉県に住

んでおり、またもや断水を経験。飲み水は給

水車へ、トイレ用の水は小学校のプールへ汲

みに行っていました。

私、水のエピソード多いかも!？
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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

焼肉冷麺 ユッチャン。北新地店

【所在地】 大阪市北区曽根崎新地1-3-9 GOTS北新地ビル1号館
【電話番号】 06-4796-1000
【行き方】 JR「北新地駅」から徒歩８分
【営業時間】 11：30～14：30 17：00～03：30
【定休日】 無休
【URL】 https://yuchun-kitashinchi.com/

ネットで美味しそうな

写真を見つけて選んだレ

ストランです。曰く「葛

冷麺」 すごく興味が出

てきました。

さらに調べると、本店はハワイにある「ユ

ッチャン コリアン レストラン」。ハワイ通

なら誰もが知っているレストランだそうです。

芸能人もお忍びで通う人気店とも書いてあり、

一度食べたら忘れられない葛冷麺が看板メニ

ューで、ハワイのお土産ランキング「111-

HAWAII AWARD 2017」で第１位に輝い

た人気店だそうです。

おいしさの基準は人それぞれですが、

「葛」冷麺とはなんぞやと気になりました。

それに周りを取り囲む茶色みがかった、大根

おろしのようなものは何かと興味がわきます。

店はアバンザの前の広場を北に出た所の

「GOTS北新地ビル1号館」にあり、分かり

やすい場所です。

今回頼んだのは葛

冷麺セット（1,650

円）。昼ご飯としては

少し高めですね。

前菜としてミニキンパ（韓国風巻き寿司）

とパンチャン（おかず／代表的なものはキム

チ）が出てきます。

さて、店のオリジナルである『葛冷麺』は、

どんなものか興味津々。近づいてみると周り

を取り囲んでいるのは、どうやらシャーベッ

トみたいです。スプーンで一口。冷たくて、

何とも美味しい、スープでした。

秘伝のレシピでつくられたコクのあるシャ

ーベット状のスープで、シャリシャリ食感が

たまりません。絶妙なシャーベット状のスー

プは8時間以上煮込んだ牛骨ベースに、数種

類の野菜と韓国の調味料で整えた、本家のス

ープレシピを忠実に継承しているそうです。

適度に酸味が効いていて、トッピングは甘酢

大根、きゅうり、ゆで卵、肉は牛スネでしょ

うかね。

麺は黒っぽく、本場韓国から仕入れの葛根

とそば粉をブレンドしたものだそうです。

細麺ながらも、もちもちつるつる、コシの

ある質感。歯をギュンと押し返してくる感覚

がたまりません。

麺は弾力があるので、ハサミで食べやすい

長さに切ってもらえます。

テーブルの上には、からしや酢などの調味

料が置かれており、好みの味にアレンジする

ことができます。

コロナが蔓延しており、レストランで食事

をするのを躊躇している方もありますが、そ

の点、焼き肉店は煙を室外に追い出すための

換気がしっかりしており、安心材料になりま

すね。この店も無煙ロースターが完備です。
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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 52

－ 間（ポーズ）の取り方 －

日本の文章には句読点がありますね。文章

に何気なく使っている句読点。ルールや位置

を意識して使えていますか？ 読みやすい文

章は、句読点まで計算されて付けられていま

す。

句点は「。」のことで、原則として文章の

終わりに付けます。読点は「、」のことで、

文章を読みやすくしたり、内容を正しく伝え

るために付けます。

句読点を付ける目安としては、1文あたり

句点が80文字程度に1回、読点が20～30

文字程度に1回つけるのが読みやすい文章と

されています。

句読点の歴史

ところで、そもそも句読点はいつごろから

使われはじめたのでしょ

うか。平安時代など古い

書物を思い浮かべてくだ

さい。句読点はありませ

んよね。

もともと日本には句読点の文化がありませ

ん。それが明治時代に入ると、誰でも読みや

すくするために句読点が使われるようになり

ました。

句読点が誕生した経緯は諸説あるようです

が、急激な西洋化が進む中で英語の文書を目

にする機会が増え、文章内で使われていたコ

ンマやピリオドに影響を受けたといわれてま

す。

しかし、句読点を使ってはいけない文書も

あります。日本には、今でもゲン担ぎのよう

な風習が根強く残っています。

縁起の良いこと、おめでたいことに区切り

をつけないよう、年賀状や結婚式の招待状、

賞状、証書、挨拶状、感謝状など、お祝いご

との文書には句読点を使わないのがマナーと

されています。

ゲン担ぎ以外にもう一つ、お祝いごとの文

書で句読点を使わない理由があります。

それは「相手に敬意を表すため」だそうで

す。句読点の歴史の中で「誰でも読みやすく

するために、句読点が使われるようになっ

た」と書きましたが、句読点を付けることは

「点や丸がないと文章が読めない人」と、相

手を見下す意味合いも含まれるようになった

のです。

「句読点がなくてもご理解いただけると思

いますので」という相手の知性に敬意を払う

意図から、句読点を使わない文化が生まれた

のです。 （知っているようで知らない！？ 句読点

「。」「、」の役割と付け方「20のルール」より）

文献で読まない限り、こんな法則を知って

いる方はほとんどいないでしょう。お互いに

知らない者同士が古い習慣に縛られることは

ないのではないでしょうか。

音読する上でのチェックポイントは以下の

4つあります。

①アクセント：

言葉の調子で強く言ったり弱く言ったり

②イントネーション：

声の上がり下がり、抑揚をつけます

③リズム：

歯切れ良く、語尾をはっきり発音します

④ポーズ：句読点、間の取り方に注意します

句読点は文章を読む時の「間」の取り方の

参考になります。

しかし、句読点も曲者です。句点「。」は
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文章の終わりに付けますが、読点「、」は書

く人によってまちまちです。たくさん読点を

付ける人もいます。

読む人は、意味を考えながら区切らなくて

はいけません。書き手が何を伝えたいのかを

しっかり理解し、そして、それが伝わるよう

に間を取りながら読まなければなりません。

読点がなくても間をとることもありますし、

読点があっても、続けて読むこともあります。

ポーズはとっても奥が深いです。

間は音読を勉強している人が一番よく口に

する用語だと思います。「間の取り方が難し

い」とか、「あの人の朗読は間がすばらし

い」などです。

間とは、言葉と言葉の間に休止を作ること

です。では休止を作ることでどんな効果があ

るのでしょうか。

・間をあけることで、

時間が経過したことが表現できる。

場面がかわることが表現できる。

聞き手に考えさせる、想像させること

ができる。

・いろいろな長さの間を入れることで、単

調さから抜け出せる。

たとえば、段落が分かれるところでは大き

な間を取ったりします。ま

た、大事な言葉の前に間を取

ると、その言葉が強調されま

す。

そして、「するとその時」

など、時間の経過がないときは、ポーズをと

らずに、「それから何年かたって」など、時

間の経過があるときにはしっかりポーズをと

ります。

大事なものはいろいろありますが、間も効

果的なもののひとつですね。

しかし、間が大事なのはわかっているけど、

どんなふうに使いこなせばいいのかわからな

いという悩みをよく聞きます。

朗読で重要なのは間であり、難しいのも間

なのです。

間は、息継ぎをするためだけではありませ

ん。まずは意味の切れ目を表します。間の取

り方によって意味が変わってくることがあり

ます。

例えば、次の文章を声に出して読んでみま

しょう。

「わたしは自転車に乗って逃げる泥棒を追

いかけた」

どんな風に読みましたか？

ただ何となく文字を声にし

た人が多いのではないでしょうか？

ここで質問です。自転車に乗っていたのは

誰ですか？

もし、私が乗っていたならば、「わたしは

自転車に乗って、逃げる泥棒を追いかけた」

のように、「自転車に乗って」の後で間を開

けます。

では、こちらはどうでしょう？

「わたしは、自転車に乗って逃げる泥棒を

追いかけた」

「わたしは」の後で間を取ると、自転車に

乗っていたのは泥棒になりますよね。

日本語は、こんな風にあいまいな文章が多

いことも特徴です。書いている人は意味が分

かって書いていますが、その文章を読む人は、

どこで切れば正しい意味が伝わるのかをしっ

かり考えなければなりません。

大体、前後の文章から判断できることが多

いですが、ただ単に、「息が続かないから息

継ぎの間を取る」のでは、作家の意図を伝え

ることはできません。

「楽しくなる朗読術」に次のような記事が

書かれていました。（少し書き換えています）

間というと難しい、というイメージを持た

れていませんか？

朗読するときは、間の長さの種類がたくさ

んあるほど、「表現力豊か」に聞こえます。

全部が同じ間の長さだと単調に聞こえてし

まいます。

基本の「間をあける」ことができれば、次

に応用として、「いろいろな長さの間をあけ

る」ということにチャレンジしてみましょう。

次の題材を読み、録音してみましょう。
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唐の都洛陽の西の門の下に、ぼんやり空

を仰いでゐる、一人の若者がありました。

若者は名は杜子春といつて、元は金持の

息子でしたが、今は財産を費ひ尽くして、

その日の暮しにも困る位、憐な身分になつ

てゐるのです。

何しろその頃洛陽といへば、天下に並ぶ

もののない、繁昌を極めた都ですから、往

来にはまだしつきりなく、人や車が通つて

ゐました。（「杜子春」芥川龍之介）

自分の読み方を聞かれていかがでしたか。

うまく間が取れましたか。

小学生の頃の習った音読では、読点（、）

は1拍、句点（。）は2拍、などと習った記憶

がある方もいるかもしれませんね。

しかし、このルールで、例文を読んでみる

と、朗読が単調になります。

では、一文ずつ見てみましょう。

文章の意味、かたまりで間の長さを変えま

す。

『唐の都洛陽の西の門の下

に、ぼんやり空を仰いでゐ

る、一人の若者がありまし

た。』

この場合、「下に、」「ゐ

る、」の2か所に読点があり

ます。両方同じ長さの間ではありません。

文章の意味を考えると、「ぼんやり空を仰

いでいる一人の若者」がひとくくりと考えら

れます。ということは、「下に、」の間より、

「ゐる、」の間のほうが短いということにな

ります。

同様に『若者は名は杜子春といつて、元は

金持の息子でしたが、今は財産を費ひ尽くし

て、その日の暮しにも困る位、憐な身分にな

つてゐるのです。』

では、「困る位憐な身分」がひとつの言葉

だと考えられるので、「位、」の間は短い。

「息子でしたが、」と「今は」というのは、

過去と現在、というふうに場面が変わるので、

少し長めの間を取る。などと考えていきます。

読点のないところに、短めの間をいれる事

もあります。述語の前や、強調したい言葉の

前に短めの間を入れます。

ほんのわずかな間でかまいません。少し区

切るだけで、印象に残ります。

間をあけた、というのがわかるぐらいの長

さの間にすると、ブツ切れの印象になってし

まうので要注意です。

「若者は名は（ほんのわずかの間）杜子春と

いつて」

「憐な身分に（ほんのわずかの間）なつてゐ

るのです」

間の長さを自分で意識して調整するのは難

しいものです。小学生の音読でしたら、心の

中で「１・２」と数える。というのもあるよ

うですが、朗読ではそうもいきません。

そんなときに便利なのが「息づかい」です。

しっかり息を吸えば、自然と長めの間をとる

ことができます。

逆に言えば、長めの間をとりたいところで

は、しっかり息を吸いましょう。

では、短めのときはどうするかというと、

息は吸わずに「とめる」感覚です。そうすれ

ば、短めの間をあけることができます。

朗読の上達のコツ、秘訣に欠かせないのが

間です。まとめると

・意味のかたまりで間の長さを変える。

・強調する言葉、述語の前にわずかな間を

あける。

・長めの間は息を吸う。

・短めの間は息をとめる。

になります。

なお、「どこからどこまでを言葉のかたま

りと捉えるのかわからない」「私はここまで

がかたまりだと思う」など、言葉のかたまり

の考え方は、個人の読解力や本の内容の捉え

方など、それぞれ違ってくると思います。上

記の説明は一例としてあげているもので、こ

れが正解というものでもありません。

いかがでしたか、間の取り方で作品から受

ける印象が変わってくることが分かりました。

まとめてみると、間をあけると

「場面がかわった」ことがわかる
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「時間が経過した」ことがわかる

「想像する時間」がとれる

「余韻」に浸れる。

ということは、間をとるのは

場面が変わるとき

時間が経過したとき

想像してもらいたいとき

セリフの前後

ということになりますね。

音訳の知識の豊富な北村和彦さんは、音訳

について次のように書かれています。

音訳は視覚に障害を負った人のために読む

ことを言います。目的が「朗読」とは異な

るのです。随筆を読みたい、歴史の本を読

みたい、技術の本を読みたいなどと思った

とき、視覚障害者にあっては、鑑賞ではな

く情報入手の手段として録音図書を求めて

います。音訳はこの目的のために、芸術性

よりも「目のかわり」になるような配慮や

工夫を基本として行われます。「朗読」と

区別して「音声訳」（略して「音訳」）と

いう言葉を使う所以です。

また、音訳ボランティアから、こんな意見

もありました。

音訳は「視覚障害の方の目の代わりをする

のですから、音訳者の解釈をいっさい加え

ない表現で読む」のが基本です。実際こん

な事って可能なんだろうかという疑問は今

もなお持ち続けていますが。読みはアナウ

ンサー読みというか「ピッチ読み」という

んですかね。普段話をするときと同じに、

文の最初の音は高く、文末は音を下げる。

フレーズまたは文が切れるときはピッチを

立て直して音を高くする。しかし、棒読み

ではいけない、聞き手に伝わる読みを、音

訳表現を用いてする。以上は私の私的理解

です。間違っていたらごめんなさい。

対面リーディングでは下読みが出来ないの

で、前もって間の取り方を考えてから読むこ

とが出来ません。こんな事を書くと、折角こ

こまで読んでいただいたことが無駄になるか

といえば、そうではありません。

色んな読み方、方法（技術）を知った上で

作品の読み方に挑戦されることは音訳するこ

との楽しみにもなるし、人に伝える技術向上

にもなると思います。

ところで、最近は日本語表現の暗黙のルー

ルを飛び越える文章をひんぱんに見かけるよ

うになりました。例えば次の文章は食べログ

に載った文章です。

箕面にある

音羽山荘です

夜は二部制みたいです

遠方から参加される方も

いらっしゃるので

私達は16時30分からの

第一部での予約ﾃﾞｽ...♥

みんな各自ドリンクを頼みます

ドリンクメニュー見ましたが…

私が飲めそうなドリンクは…

箕面の柚子を使用した

柚子サイダー

と

烏龍茶

「。」も「、」もありません。やたらと改

行もされています。しかも文章も短くブチブ

チと切れています。

書かれていることは、何となく伝わってく

るのですが、間の勉強どころではありません

ね。

Web上では、この様な書き方が主流を占

めるようになってきた気がします。

革命か異端か、結論が出るのはまだ先にな

りそうですね。たぶん、時間が経てば異を唱

えていた人にも受け入れられていく気がしま

す。

最後に、こんな文章もありました。

間は、息継ぎをするためだけではありません。

ポーズ（間）って、とっても大切です。

間が変だと、「間抜け」になってしまいます。
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情報発信

漢字あれこれ（その11）

対面リーディングボランティア 澤井 稔
さ わ い みのる

色々音読み

漢字には訓ほどではありませんが、二つ以

上の音を持つものがあります。その場合、音

の違いが意味の違いになるのとならないのと、

二通りあります。

まず常識的な色々の音読みをご紹介します。

① 蛇 A=蛇行(だこう) B=蛇口(じゃぐち)

② 従 A＝従容として(しょうようとして)

[落ち着いて]

B=従三位(じゅさんみ)

[同じ位階でも従は正の下に位置

づけられます]

③ 格 A=格子縞(こうしじま)

B=律令格式(りつりょうきゃくしき)

[古代中央集権国家の法律・制度

の総称]

④ 納 A=出納長(すいとうちょう)

B=大納言(だいなごん)

C=納戸(なんど)

⑤ 体 A=風体(ふうてい)

B=容体(ようだい)

⑥ 頭 A=船頭(せんどう) B=音頭(おんど)

C=頭熱(ずねつ)

D=饅頭(まんじゅう)

⑦ 宮 A=宮司(ぐうじ) B=内宮(ないくう)

C=双子宮(そうしきゅう)

D=宮内庁(くないちょう)

⑧ 紅 A=真紅(しんく) B=紅蓮(ぐれん)

⑨ 団 A=団子(だんご) B=布団(ふとん)

⑩ 回 A=回向(えこう) B=一回(いっかい)

⑪ 祝 A=祝儀(しゅうぎ)

B=祝賀会(しゅくがかい)

⑫ 想 A=懸想(けそう) B=愛想(あいそ)

⑬ 奉 A=奉行(ぶぎょう)

B=奉納(ほうのう)

⑭ 解 A=解剖(かいぼう)

B=解熱剤(げねつざい)

⑮ 糧 A=糧道(りょうどう)

B=兵糧(ひょうろう)

⑯ 財 A=合財(がっさい) B＝私財(しざい)

⑰ 性 A=悪性(あくせい)

B=性悪(しょうわる)

⑱ 楽 A=楽屋(がくや)

B=太平楽(たいへいらく)

⑲ 図 A=図面(ずめん) B=版図(はんと)

⑳ 会 A=都会(とかい)

B=名所図会(めいしょずえ)

正しく読めそうで読めない漢字のパターン

は、もう少し有りそうで、うんざりします。

それでも新しい発見も有り、いざという時

に役に立つこと間違いなしです。コツコツと

飽きずに目を通しましょう。
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情報発信

目のストレッチ

サービス部 福田 直樹
ふ く だ な お き

長時間続けて文字を読むと、当然目が疲れ

ます。まして対面では緊張感もあり、読み間

違えてはいけないと集中して文字を見たりす

るため、普段以上に目が疲れることと思いま

す。

また、目の疲れは肩こりの原因になったり

首や腕の痛みに繋がることも多くあります。

疲れ目の改善やリフレッシュには、目の周

りの筋肉をほぐすストレッチが効果的だそう

です。そこで今回は簡単にできる目のストレ

ッチをご紹介します。

1. ウォーミングアップ

①左右交互にリズミカルにウインク

②同様にスピードを速めてウインク

③同様にふわっと柔らかくウインク

④意識的にギュッと強めにウインク

（①～④はそれぞれ10～20回ずつ）

⑤仕上げに両目をギュッと閉じてパッと開く

（3回）

・ポイント

ウインクをすると目の周りがほぐれ、

適度な刺激で涙がゆきわたって目がスッ

キリとしてきます。できる範囲のリズム

で無理せず行って下さい。

2. 目のストレッチ 上下左右体操

①右まゆを見つめる。視線を戻して左まゆを

見つめる（各3秒）

②右ほほを見る。視線を戻して左ほほを見る

（各3秒）

③さらに奥、右耳を見つめる。視線を戻して

左耳を見つめる（各3秒）

④額の髪の生え際を見る。視線を戻して、

あごを見る（各3秒）

⑤最後に鼻を見つめる（3秒）

・ポイント

目を動かす筋肉を大きく動かすことで

疲れをとる体操です。顔は正面に向けた

まま動かさず、顔のそれぞれのパーツを

見るつもりで、キュッと睨みつけるよう

に視線だけを送るようにします。慣れて

きたら5秒ずつに増やしてみましょう。

3．仕上げのストレッチ ぐるぐる体操

①ゆっくりと右回りに眼球を回す（2～3

周）

②同様に左回りで眼球を回す（2～3周）

③最後は寄り目にして５秒キープ。戻してリ

ラックスする。

・ポイント

目をなめらかに動かす体操です。無理

をせず体調の良い時に、目が回らない程

度にゆっくりと行ってください。視界に

いろいろな物が入ってきますが、集中力

を高めて、目のふちを見るような感じで

やってみましょう。

※この記事は以下のホームページの内容

を抜粋・引用いたしました。

https://www.santen.co.jp/ja/health

care/eye/eyecare/stretch/
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・対面リーディング通信などのバックナンバーが閲覧できます

情報文化センターのホームページでは、対面リーディング通信などの刊行物のバックナ

ンバーを閲覧できます。トップページの「刊行物」をクリックし、ご希望のタイトルをク

リックすると、号数を選ぶ画面に移ります。ここでご希望の号数をクリックしてください。

タイトルそれぞれに閲覧できる数は違いますが、対面リーディング通信は2012年10

月号以降を読むことが出来ます。

なお、各刊行物のうち、「対面リーディング通信」「ろくおん通信」「点訳通信」は文書

ファイルがPDF形式のみのため、PDF閲覧ソフトが必要となります。

・「対面リーディングボランティアの集い」について

例年11月に行ってきました「対面リーディングボランティアの集い」ですが、新型コ

ロナウイルスの感染状況がまだ充分に落ち着いていないことから、本年も中止と致します。

「集い」は基本的にお一人で活動して頂く対面のボランティアさん同士の交流ができる

貴重な場であり、3年続けての中止は非常に残念です。来年こそ開催できることを願いた

いと思います。

・「日本ライトハウス展 ～全国ロービジョンフェア2022」を開催

当館では、西日本最大級の視覚障害者用具・機器展示会｢日本ライトハウス展 ～全国

ロービジョンフェア2022｣を10月28日(金)、29日(土)の２日間、天満橋のＯＭＭビル

2階ホールで開催します｡今回は３年ぶりとなる会場開催で、35社・団体が出展。前回か

ら３年の間に開発された話題の新製品も多数出品されます。入場は無料です。

日時 10月28日(金)11時～16時(初日は11時から)

29日(土)10時～16時

場所 ＯＭＭビル2階ホールＣ(大阪市中央区)

交通 大阪メトロ谷町線｢天満橋駅｣北改札口か京阪本線｢天満橋駅｣東口から徒歩２分。

ＯＭＭビル地下２階連絡口からエレベーターかエスカレーター、階段でご入場くださ

い。

なお、日本ライトハウス展の開催に伴い、10月28日（金）と29日（土）の対面リー

ディングは休止といたします。

芸術の秋、中之島美術館で「展覧会 岡本太 日本ライトハウス 情報文化センター

郎」を見てきました。作品を理解できたのか 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
は別として、強いエネルギーを感じました。 06-6136-7704（対面専用）
皆さんはどんな秋を楽しまれますか？（F） 06-6441-0039（サービス部）


