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対面リーディング通信 2022年
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新型コロナウイルスの感染拡大から3度目の春を迎えました。

オミクロン株の急激な感染拡大のため大阪モデルが「赤信号」となり、１月26日か

ら対面リーディングは再び休止となっています（３月22日現在）。

対面リーディングの再開については、感染状況が落ち着き、大阪モデルが「黄信

号」に変わった後に決定いたします。

利用者の皆様にご不便をおかけし、対面ボランティアの皆様にも十分に活動してい

ただけない状況が繰り返されてしまうことは非常に残念なのですが、何とぞご理解、

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

今後も引き続き感染状況を注視しながら、対面の方法や回数制限などの変更を検討

していきます。情報文化センターのホームページでも情報を随時更新しておりますの

でご確認下さい。

今月号の主な内容

わたしのふるさと 名物はおばさん?! 西野 知世 ２

誌上勉強会 「十」と「七」の読み方 木村 謹治 ３

寄り道・回り道 鉄板焼鳥 くちばし 北新地本店 木村 謹治 ７

お知らせ 盲導犬カリムが引退しました 岡本 昇 ８

情報発信 漢字あれこれ（その８） 澤井 稔 ９

お知らせ 10
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私のふるさと 職員紹介

名物はおばさん？！

エンジョイ！グッズサロン 西野 知世
に し の と も よ

私の出身は、大阪府和泉市です。

実家の周辺は、今では「ららぽーと」や

「コストコ」ができ、素敵な外観の家がたく

さん立ち並び、開発が進んできていますが、

私の子供の頃は周りを山に囲まれた田舎の住

宅地でした。

小学生の頃は、暗い峠をひと山越えて通学

しなければならず、毎日大変な思いをしてい

ました（今はすぐ近くに小学校ができ、家か

ら見える距離にあります）。

その当時はまだ和泉中央駅もできておらず、

大阪駅に行くにも優に1時間半はかかりまし

た。

幼いながらに、自分の住んでいるところは、

大阪なのにとても田舎なのだと感じていて、

あまり和泉が好きではありませんでした。大

人になった今は、静かでゆったりとしていて、

とても住みやすいところだと感じています。

今年の1月からこちらのサービス部でお世

話になることになったのですが、同じ和泉市

のスタッフの方がいてとても驚きました！そ

の時にお互いに最初に聞いたのが「あのコロ

ッケ屋さん知ってる？！」

実家のすぐ近くに、丸和精肉店という小さ

なお肉屋さんがあるのですが、コロッケがと

てもおいしく地元では有名なお店なんです。

甘くてサクサク、何個でも食べられるコロッ

ケ。

もちろんコロッケが名物なのですが、私の

思い出はお店の名物おばさん。なぜかって…

それは、めちゃくちゃ怖かったからです

（笑）。

店頭でいつも揚げている

のですが、険しい顔で一言

も話さない。注文をしても

返事をしてもらえないこと

もしばしば。順番がわから

ず声をかけると、「並び！」と怒られること

も…。とても怖くて、おつかいを頼まれると

毎回ドキドキしていました。それでもおいし

いコロッケが食べたくて、いつも買いに行っ

ていました。その名物おばさんの思い出が、

スタッフと同じで2人で大笑いしました！

今はもう代替わりをされてしまって、店頭

におばさんの姿はありませんが、コロッケの

味は変わらず健在で、地元以外の方も買いに

来られて行列ができています。

田舎で何もないと思っていた和泉ですが、

おしゃれなカフェやお店も増え、昔から変わ

らないおいしいコロッケのある、今と昔が共

存する素敵なところでした。

機会があれば皆さんにも、ぜひ訪れていた

だきたいです。

【丸和精肉店】

〒594-1153

大阪府和泉市青葉台2丁目16-6

TEL：0725-56-0800

定休日：月曜＆第3・4火曜日＆不定休

和泉コロッケ 65円
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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 49

－ 「十」と「七」の読み方 －

子どもの時はどんな遊びをしていましたか。

もう何年も前の事なので思い出す事は少ない

ですが、チャンバラをよくしていましたね。

ある時、いつものように遊んでいると、相

手の子が振った刀の先が抜けて目の上、眉毛

に刺さりました。今のように安全・安全とい

う時代ではありません。刀には刃はありませ

んが金属でできていました。

噴き出すように血が流れ、泣きながら家に

帰ったときの親の驚きようは、ただ事ではな

かったです。

そのちびっ子侍の相手が持

っていたのは、右のイラスト

です。漢字で書くと十手で

す。この「十手」を何て読み

ますか。『御用・御用』と叫びながら遊んで

いたときから、今でも「じゅって」と読んで

います。

念のために、回りの人に聞いてみても「じ

ゅって」と読んでいます。

ところが異論が出てきて「じって」と読み

ます と。。。

ちなみにワープロで「じゅって」、「じっ

て」の両方で変換を試みました。結果、めで

たく、「十手」と変換されました。いやいや

「じゅって」で正しく変換され、「じって」

では「ジッ手」などに変換されると思ってい

たのが、とんだ結果となりました。

思いつくままに「十」の付く単語を集めて

みました。試しに次の言葉を読んで下さい。

①十字架／②十回／③十文字／④十日／⑤二

十歳／⑥十色／⑦十重／⑧二十日／⑨十手／

⑩十両／⑪十分／⑫五十雀／⑫十姉妹／⑬五

十路／⑭十六夜／⑮十八番／⑯十露盤／⑰十

日戎／⑱三十日／⑲三十路／⑳五十音／㉑

十五夜／㉒十字路／㉓十二単／㉔十二支／㉕

不十分／㉖十人十色

主な読み方は以下の通りです。

①「じゅうじか」／②「じゅっかい」「じっ

かい」／③「じゅうもんじ」／④「とおか」

／⑤「はたち」「にじっさい」⑥「といろ」

⑦「とえ」「じゅうじゅう」⑧「はつか」⑨

「じって」「じっしゅ」⑩「じゅうりょう」

⑪「じっぷん」「じゅうぶん」⑫「ごじゅう

から」⑫「じゅうしまつ」⑬「いそじ」⑭

「いざよい」「じゅうろくや」⑮「おはこ」

「じゅうはちばん」⑯「そろばん」⑰「とお

かえびす」⑱「みそか」「さんじゅうにち」

⑲「みそじ」⑳「ごじゅうおん」㉑「じゅう

ごや」㉒「じゅうじろ」㉓「じゅうにひと

え」㉔「じゅうにし」㉕「ふじゅうぶん」㉖

「じゅうにんといろ」

いろんな読みがありますね。

「ことば研究館」に次のような記事が載っ

ていました。

「十本」などの「十」の発音は、辞書には

「ジッ」とありますが、「ジュッ」と発音す

るアナウンサーもいます。どちらが正しいの

でしょう。 という質問の回答は

現在刊行されている国語辞典を引いてみる

と、見出し項目としていずれも「ジッ」の方

を主に採用しています。「常用漢字表」にも

「十」の読み方として、「ジュウ」と「ジ

ッ」はあっても「ジュッ」はなく、語列とし

て「十回」は「ジッカイ」を採っていること

から、「十本」などの「十」の発音は、一般

に「ジッポン」のように「ジッ」とするのが

標準的であると言えそうです。
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では、「ジュッ」は間違いかというと、19

93年のNHK言語調査では「十中八九」につ

いて「ジュッ」の支持者が61％と多いよう

に、現在では「ジュッ」と発音する人がかな

りいます。

さらに、1966年のNHK放送用語委員会

で「20世紀」の発音として「ニジッ・ニジ

ュッ」の両様を採ること、また「十」の発音

の「ジッ」「ジュッ」については、他の用例

についてもすべてこの決定を準用することを

決めています。放送での標準発音の集大成と

されるNHK編『アクセント辞典』でも、41

年版から「二十本」「五十歩百歩」など、両

様の発音を平等に認めています。つまり、伝

統的には「ジッ」であるというだけで、実際

には年代層あるいは地域によっていろいろで

あり、同じ東京でも「ジッ」と発音する人も

「ジュッ」と発音する人もいるというのが現

状なのです。

朝の子供向け番組「ひらけ!ポンキッキ」

向けに作曲された童謡『いっぽんでもニンジ

ン』（作詞：前田利博）で、「じゅっこでもイチ

ゴ…」と歌われたのが40年前。文化庁が行

った平成15年度の「国語に関する世論調

査」でも、「10匹」を7

5％の人が「ジュッピキ」

と発音しているという結果

となりました。世の中では

「ジュッ」の読みのほうが

いわば主流となっているの

ではと大阪在住の僕としては思います。

2006年の朝日新聞のコラム『ことば談話

室』に「「十」の読み方」が載っています。

曰く、長年の疑問が氷解した。本来は「じ

っ」だが、一般の人の発音は大半が「じゅ

っ」だという。放送界では、捕物の「十手」

などの発音は「じっ」が第一。しかし、数を

数える語では、NHKは40年前から両方可と

しているというのだった。大阪の読売テレビ

(10チャンネル)でも両方可というのは同様

であるが、自分の局を言うときはジュッチャ

ンだということであるそうです。

教科書で有名な光村図書のホームページに

以下のような記事が記載されていました。

Q：子どもたちは、「二十回」を、つい「ニ

ジュッカイ」と読んでしまうようです。

「ニジッカイ」が正しいと思うのですが、

どうなのでしょうか の問いに

教科書で示している漢字の読み方は、「常

用漢字表」の「音訓」の欄に基づいています。

「十」について、「常用漢字表」では、どの

ように示されているのでしょうか。

このように，「十」の音訓として示されて

いるのは、「ジュウ／ジッ／とお／と」の四

つで、ここだけを読むと、「ジュッ」という

読み方はないことになります。もともと

「十」は「ジフ」と発音したことから、促音

便化するときには「ジッ」と発音するのが基

本となるのです。

しかし、音訓の欄からさらに視線を右に移

してみると、「ジッ」の備考欄に「『ジュ

ッ』とも。」と示されています。これは、ど

ういうことなのでしょうか。

この「『ジュッ』とも。」という記述は、

平成22（2010）年11月に新しい「常用漢字

表」が告示された際に追加になったものです。

今回寄せられた質問には、「子どもたちは、

つい『ニジュッカイ』と読んでしまう」とあ

ります。この子どもたちの様子に表れている

ように、「ジュッ」という読み方が無視でき

ないほど一般的になっているということが、

備考欄に追加された要因といえるでしょう。

ただし、あくまで「備考」に示されている

ことを考えると、「ジュウ／ジッ／とお／

と」の四つの音訓が基本であるといえるよう

です。 （以上 光村図書のホームページより）

この、2010年の常用漢字表の改定の流れ

を受けて、最近の国語辞書の中には、「ジュ

ッ」を「新しい発音」（『三省堂国語辞典第

七版』）、「じゅう」の変化（『新選国語辞典

第九版』）として掲載しているものも出てき

ています。ずっと「ジッ」で教えてきた小学

校の国語の教科書のなかにも、2012年度か

ら、かっこ書きではあるが「ジュッ」の読み
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を載せているものが登場しています。学校現

場にも実態に即した対応をしようという兆し

ですね。

ところで、『「十」は「ジフ」と発音した

ことから、促音便化するときには「ジッ」と

発音するのが基本となるのです。』とはどう

いうことでしょう。

歴史的仮名遣いでは「じふ」と書くように、

漢字音の系統からもともと「十」の字音は

「ジフ」でした。「フ」を末尾に持つ字音は、

サ行、タ行、カ行、パ行の音で始まる語に続

いていくとき、例えば「合 カフ→カッ（合

戦）」「執 シフ→シッ（執権）」のように促

音化しました。17世紀初頭の『日本大文典

（にほんだいぶんてん）』『日葡辞書（にっぽじし

ょ）』にも、当時の発音として「ジッ」に当

たる発音が示されているだけで、「十本」は

本来「ジッポン」であったと判断できるわけ

です。その一方、この「ジフ」は長音化して

「ジュウ」に変化していきます。「ジュッ」

が生じたのは、おそらく「ジフ」から長音化

した「ジュウ」が、先のサ行等の音で始まる

語に続いていくときに、既存の「ジッ」とい

う発音に影響を受けて、「ジュウ」→「ジュ

ッ」と類推してしまったと考えられます。

何だか分かったような、分からないような

説明ですが、言葉は時代とともに変化し、発

音にも「ゆれ」が生じるということは理解で

きます。伝統的な規範があったとしても、何

を規範とするかについては多様性があるとい

うことでしょうか。

話は変わりますが、学

校で九九を暗記しました

ね。インドでは20×20

まで暗記するのが一般的

だそうで、九九だけでも大変なのに覚える自

信はありません。アメリカやイギリスでは1

2×12まで勉強します。なぜ12×12まで

かと言うと、1フィート＝12インチだった

り、1ダース＝12個だったり、かつてはイ

ギリスのお金の単位は1シリング＝12ペン

スだったり、生活の上で使われることの多い

十二進法に対応するためでした。といっても

丸暗記をすることはないようです。10歳を

過ぎて論理的思考力を育むべき時期にさしか

かったら、計算のような単純作業は電卓に任

せ、あーでもない、こーでもないと考えるこ

とに時間と能力を振り向ける教育をしている

そうです。

前置きは、ここまでで、 ✕「7 7」はなんて

発音していますか？ かくれんぼで「いぃち

ぃ、にぃ、さぁん、しぃ、ごぉ、ろく、7、

はぁちぃ、きゅう、じゅう」と数える時、

「7」は何と言っていますか？

「七五三」「七輪」「質屋」何と読みます

か？ 「ヒチヒチよんじゅうく」ですよね。

「ひちごさん」「ひちりん」

「ひちや」、これ常識です。子

供の時から今でもそう読んで

います。但し「質屋」は「し

ちや」と言う時もあります。

堂々と看板には「ひち」と書

かれています。

ところが「ひちごさん」「ひちりん」「ひ

ちや」はワープロでは正しく変換されないの

です。

子どもの頃から「ひちいちがひち」「ひち

にがじゅうし」…と暗唱していました。

念のために昔の友に聞いてみると「ひち」

と言っている人が大多数でしたが、新しい友

の中から異論が出ました。どうやら「しち」

と言うらしいです。

調べると西日本では「7」を「ひち」と呼

ぶ傾向が強いという事が分かりました。東日

本でもたまに呼ぶ事はあるようですが、特に

関西地方だと「七輪」「ひちりん」みたいな

感じで、「しち」が「ひち」に変換されて言

われる事が結構多いみたいです。

そう言えば布団を敷くを「ひく」言ってい

ましたね。ワープロも「しく」でしか変換で

きないし、辞書にも「しく」と書かれていま

す。それを知った上でも、自然と出る言葉は

未だに「ひく」です。

で、基本「ひち」は間違いで「しち」が正

解のようですが、中には「ひち」が公式名称

となっているものもあります。

少し例を出すと、まずは岐阜県加茂郡にあ

る町名になりますが、「七宗町」という所が

あります。



- 6 -

この七宗町、呼び名は公式で「ひちそうち

ょう」と呼びます。地元の方言に基づいて呼

ばれているという事

で、公式に「ひち」と

名称が付いています。

さらに、兵庫県加古郡稲美町。ここに十七

丁という場所があるのですが、この呼び名が

「じゅうひっちょう」なんですよね。

道路に案内標識があるのですが、「Juhitc

ho」とローマ字でしっかり明記されている

ので、ここでも公式に「七」を「ひち」と呼

ぶ事になっています。

播州弁にちなんだ呼び方となっており、こ

れらは一例ですが、必ず「ひち」が間違って

いるというわけでもなさそうです。

こんな情報もありました。徳島県阿波市に

ある四国霊場第七番十楽寺前のバス停は「ひ

ちばんふだしょまえ」と書かれていましたと

いう情報をもらいました。

大阪市中央区高津に本社を置く製薬会社

「七ふく製薬」（現在は小林製薬にブランド

を譲渡）販売している

便秘薬「七ふく」は、

会社名も商品名も「ひ

ちふく」です。

江戸っ子といわれる人は七輪を「ひちり

ん」、七面鳥を「ひちめんちょう」と読むそ

うです。

『発言小町』なるサイトがあって、「ひ

ち」に関する話があるわ、あるわ。先ほどの

布団を敷くの話も「子供の頃、敷く時には畳

んである布団をすーっと引っ張るのでヒクだ

と思っていました。」とか、「生まれは名古

屋近辺です。七時のことを“ひちじ”と言っ

てました。あの地域はみんなそうじゃないか

な。」とか「私が事実を知ったのは東京から

埼玉に越してきた６歳の時。近所の友達とし

りとりをしていて「ひ」で順番が回ったとき

に「ひちひきのこやぎ！」と言って「それは

『しち』だよーー」ってみんなに笑われたの

でした。」など。ワイワイ賑やかです。

辞書では「しち」に軍配が上がりますが、

日常生活では「ひち」と発音されている人も

多く見られます。

話はさらに脱線しますが、九九に関してで

す。

九九で、一の段のとき、「いんいちがいち、

いんにがに」と言いますが、なぜ「いん」と

言うのでしょうか。「１」には、その様な発

音があるのでしょうか。他にも「ににんが

し」の「にん」や「はっぱろくじゅうし」の

「っぱ」など、辞書とは違った発音をします。

「いちいちがいち」、「いちにがに」…が

本意なんでしょうけど、言いにくいですよね。

覚えやすさとリズムですね、が大多数の答え

でした。。

脱線ついでに、こんな投稿もあります。

子供が学校で九九の暗記をする宿題が出て

いて、教えていて、子供や妻から読み方が違

うと指摘された（というか、馬鹿にされた）

のですが、私と同じように学校で教わった方

はいませんか。こんな投稿もありました。例

として

６×８＝４８

子供＆妻：ろくはしじゅうはち

私：ろっぱしじゅうはち

２×８＝１６

子供＆妻：にはちじゅうろく

私：にはじゅうろく

と。別の方からは

4×8＝32 しわ さんじゅうに

生徒に笑われました。

シワって何。しは だよ。

って。

色んな表現があり、色んな発音が存在しま

す。ここで押さえておきたいのは、決して話

が通じなかったのではなく、違った発音や表

現を指摘されたり笑われただけです。地域に

根ざした言葉も大事だと、このコーナーを書

き続けているうちに感じました。

最後に現代でも使われている九九の話です。

四六時中（4×6＝24より、24時間中→1

日中）や十八番（2×9＝18であることから、

2×9なやつ→憎いやつ→売れっ子役者の

芸）、二八そば（2×8＝16。昔はそば1杯

が16文だった）など、九九は日本語に根深

く入り込んでいます。
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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

鉄板焼鳥 くちばし 北新地本店

【所在地】 大阪市北区曽根崎新地1-6-28 第2三貴ビル
【電話番号】 06-6344-1199
【行き方】 JR北新地駅より徒歩8分
【営業時間】 11時30分～14時／17時30分～23時30分（土日祝はランチはなし）
【定休日】 不定休
【URL】 http://kuchibashi-yakitori.com/menu_kita_course.html

コロナの変異株が次々と出現し、なかなか

治まる気配が見えません。自分の足で歩いて

レポートしようにも、動きがとれないのが実

情です。

そんな時に頼りになるのが北新地。夜は高

くて行けそうもないのですが、ランチは手頃

な値段で提供する店が目白押し。何処にしよ

うか迷うほどです。

今回は「鉄板焼鳥 くちばし 北新地本店」

です。焼き鳥と言えばおじさんが集う飲み屋

を想像されがちですが、ここは違っていまし

た。新地らしい、綺麗な店です。

鶏は「和歌山県産紀の国みかんどり」だそ

うですが、聞いても分からないですね。そこ

でwebで調べた情報を簡単に書いてみます。

紀の国みかんどりの特徴は、1）ひよこ時に

は乳酸菌あるいは納豆菌飼料をあたえて腸内

活性し、より健康に育てています。2）生後

3週齢以降は抗生物質や合成抗菌剤を一切使

わず、安全・安心な飼料をあたえています。

3）通常のブロイラーの出荷日齢より1週間

ほど長く飼育し、よりしっかりした歯ごたえ

のあるお肉に仕上げています。4）和歌山の

温州みかん果皮を飼料に加えることにより、

臭みのない爽やかなおいしさを味わえます。

だ、そうです。

ランチは

・くちばし定食

・紀州銘柄鳥の鶏白湯ラーメン定食

・紀州銘柄鳥のひつまぶし

があり、いずれも900円で、50円プラスす

ると食後のドリンクが付きます。

本日は豪華な二段重のくちばし定食を頼み

ました。

☆主菜（手羽元と里芋の柔らか煮）

☆副菜（蒸し鶏の味噌だれ）

☆小鉢２種（ブロッコリー）（青菜のお浸し）

☆サラダ（大根サラダ）

☆汁物･･･若芽と豆腐の吸い物（良い香り）

☆生卵（龍のたまご）

☆白ご飯（丹波篠山コシヒカリ）

☆香の物（柴漬け）

昔は旅先の朝食には必

ず生卵が付いていたもの

ですが、最近は見ること

がなくなりました。卵か

けご飯を食べると旅気分になります。うれし

くなって卵を割ろうとすると、何と堅い殻で

しょう。驚きました。上品な味わいの「関西

風味の卵かけご飯のしょうゆ」をかけて一口。

口いっぱいに、おいしさと、懐かしさが広が

ります。

このボリュームで

900円はコスパも抜

群です。+50円でド

リンク付きにもで

き、料理は勿論、サ

ービスも居心地も満足でした。
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お知らせ

盲導犬カリムが引退しました

エンジョイ！グッズサロン 岡本 昇
おかもと のぼる

2月14日、盲導犬のカリムは約9年間のお仕事を終え、引退しました。これからは、パ

ピーウオーカーさんのお宅で、のんびり過ごします。

今までカリムにやさしく接してくださり、たくさん可愛がっていただいて、本当にあり

がとうございました。

カリムと初めて会ったのは、2013年4月15日で共同訓練の初日、千早赤阪村の盲導

犬訓練所でした。訓練士と共に居室へやってきたカリムは、尻尾を振ってくれたものの、

訓練士がいなくなると不安になって、私から離れようとして、ピーピー鳴き出しました。

声をかけたり撫でたりして、どうにか落ち着かせて、訓練が始まりました。信頼関係のな

い状態ですから、上手く歩けなくて苦労したのを覚えています。カリムも苦労したことで

しょう。

そんな状態でしたが、お互いに信頼して、仲良くなるまで長くは

かかりませんでした。歩行誘導では混雑する中、人を避けながら歩

くのを、ゲームのように愉しんでくれるようになりました。良い歩

きをして褒めると、もっと褒めてもらおうと次々に障害物を避け、

段差を教えてくれます。ベテランの時期になると、大阪梅田の地下

街を、ラッシュで混み合う中、機敏な動きですばらしい誘導をし

て、周囲の人を驚かせるほどになりました。

家の中ではハーネスもリードも外していましたが、私の後をついて回って、いつも一緒

です。私が病気で休職したときも、ベッドで休んでいると、気がついたら傍らで座って、

心配そうにこちらを見てくれていたようです。

約9年の間、全く病気になることもなく、健康でいてくれました。10歳を過ぎても、

庭を全力で駆け回るくらい元気なカリム。私にとって掛け替えのないパートナー。本当に

ありがとう。お疲れさま。また会おう！

〈ニューフェイスのご紹介〉

3月8日から、新しいパートナーとの出勤が始まりました。

名前はフィンです。黒い毛のミックス犬です。おっとりした

性格の男の子です。これからよろしくお願いいたします。
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情報発信

漢字あれこれ（その8）

対面リーディングボランティア 澤井 稔
さ わ い みのる

その① 縮め読み

時々出会う言い回しに、縮めないと間延び

して調子が狂う場合が有ります。伸ばしたま

まで読むと、間の抜けた感じで締まりが悪い

思いをします。そんな表現を仮に「縮め読

み」と呼んでみます。

① 南無三=「なむさん」時代物の小説や

芝居で、驚いた時等に口走る言葉です。

② お愛想してください=「おあいそして

ください」飲み屋で勘定を払う時の一

言です。

③ 若衆=「わかしゅ」。「わかしゅう」で

も間違いではありませんが。

④ 衆道=「しゅどう」。「しゅうどう」で

は締まりが悪く感じます。

⑤ 道産子=「どさんこ」北海道生まれの

人、北海道産の馬。

⑥ 登城=「とじょう」対して「登庁」(と

うちょう)「登場」(とうじょう)「登

頂」(とうちょう)等の読みも有ります。

⑦ 太郎冠者=「たろうかじゃ」狂言の役

回り。豊臣秀吉のあだ名の「猿面冠

者」は(さるめんかんじゃ)と読みます。

⑧ 検非違使=「けびいし」昔、犯罪を取

り締まった役人の呼称です。

⑨ 起き上がり小法師=「おきあがりこぼ

し」

⑩ 三番叟=「さんばそう」歌舞伎等で、

演目の初めに行われる祝儀の舞です。

⑪ 烏帽子=「えぼし」昔、男が元服した

時にかぶったという帽子です。

⑫ 牡丹餅=「ぼたもち」元々は春に作る

和菓子の一つです。

⑬ 物見遊山=「ものみゆさん」野山に遊

ぶ事です。

⑭ 不貞腐れる=「ふてくされる」

⑮ 銅鑼=「どら」打楽器の一種です。

⑯ 法螺ばなし=「ほらばなし」大げさな

事を言う意味です。

「縮め読み」は締まりよく読みましょう。

その② 澄まし読み

野菜や魚等がちょうど食べ頃になる事を

「旬」(しゅん)と言います。本来濁る音を特

に濁らないで読むのを「澄まし読み」と呼ん

でみましょう。

① 時化が続く=「しけがつづく」

② 合戦=「かっせん」。なお、「合作」(が

っさく)「合奏」(がっそう)などは濁っ

た読みになります。

③ 神道=「しんとう」

④ 御法度=「ごはっと」禁じられている

事です。

⑤ 子育て読本=「こそだてとくほん」ノ

ウハウなどを解説した本。

⑥ 屋台骨=「やたいぼね」しっかりささ

えるものという意味です。

⑦ 土壇場=「どたんば」土を盛った壇か

ら来て、にっちもさっちも行かない最

後のどん詰まりの意味です。
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⑧ 黙示録=「もくしろく」新約聖書のヨ

ハネ黙示録で、神の国の啓示を行いま

した。

⑨ 大安吉日=「たいあんきちじつ」「たい

あんきちにち」万事が吉という大変め

でたい日の事です。

⑩ 仙洞御所=「せんとうごしょ」上皇(譲

位した天皇)が住む所です。仙洞は俗

界を離れている事を示します。

⑪ 身上を潰す=「しんしょうをつぶす」

身代、財産を無くす事です。

⑫ 前栽=「せんざい」庭の植え込みの事

です。

⑬ 傍輩=「ほうばい」同僚の意味です。

朋輩とも書きます。

⑭ 上人=「しょうにん」僧侶の敬称です。

⑮ 分銅=「ふんどう」秤や天秤で物の目

方をはかる時の標準とするおもりです。

⑯ 謗法=「ほうぼう」仏法をそしる事で、

転じて無理な事を指します。

⑰ 仏印=「ふついん」仏領印度支那の略

です。

⑱ 伝馬船=「てんません」荷物等を運送

する、はしけ船の事です。

⑲ 曹洞宗=「そうとうしゅう」禅宗の一

派で、日本では道元が入宋してこれを

伝え受けました。

⑳ お天道様=「おてんと(とう)さま」

㉑ 一切合財=「いっさいがっさい」なにも

かもすべての意味です。

これらに限らず、「前」が濁らず「後」が

濁るあべこべ読み、濁り読み等が有りますが、

又の機会に譲ります。

・ボランティア交流会の開催が延期となりました

ONE BOOK ONE LIFE 2022年３月号でもお知らせしておりますが、

毎年３月恒例のボランティア交流会が新型コロナの感染状況から延期となりました。

日程の再決定も困難なのですが、内容と日程が決まり次第に改めてお伝えいたします。

開催をお待ちいただき、ぜひご参加下さい。

・「ニポラチャンネル」続々更新中です！

情報文化センターがYoutubeで配信している「ニポラチャンネル」。いろいろな便利グッズ

やアプリの紹介を始め、視覚障害者のガイド（手引き）の仕方や盲導犬訓練所の紹介など、

様々な話題を取り上げ、続々と更新中です。ボランティアの皆様にも参考にして頂ける動画も

多くありますので、ぜひご覧になって下さい。

昨年、今年と花粉症の症状が強くなり参っ 日本ライトハウス 情報文化センター

ています。電車内でくしゃみが出ると周囲 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
の視線が痛いこのご時世。コロナも花粉も 06-6136-7704（対面専用）
早く治まって欲しい今日この頃です。（F） 06-6441-0039（サービス部）


