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 家の近くの公園を歩いていると、水風船で遊んでいる子どもたちや数名でバーベキ

ューをしている人、ジョギングをしている人、犬と散歩をしている人…これまでと変

わらない日常が見られ、一瞬コロナのことを忘れそうになりました。私たちの生活を

脅かすコロナウイルスによって、以前のような賑やかな活動はまだできませんが、少

しずつ皆さんの笑い声が戻ってきたことを嬉しく思います。 

 コロナ禍の状況が続いているため、活動方法が今後どうなっていくのだろうとご心

配をかけていることと思います。現在、最善の方法を模索しているところで、その一

つにオンラインを取り入れた勉強会・講習会があります。社会の情勢に見合ったやり

方を導入しながら、変わらぬ活動を続けていきたいと思いますので、今年度後半もよ

ろしくお願いいたします。              （点字製作係 奥野真里） 

 

 

 

【点字製作ボランティアのメーリングリストを開設しました】 

 新型コロナウイルス感染拡大に加え、自然災害など、私たちの活動にも影響を及ぼ

す事態が増加してきました。これまでは、グループごとに休館・活動休止の連絡を回

覧していましたが、この度、館から皆さんへ一斉に連絡できる「メーリングリスト」

を開設しました。 

 運用は簡単で、皆さんのパソコンやスマートフォン・携帯のメールアドレスを、送

信専用のメーリングリストに登録するだけで、緊急時の連絡や館からのお知らせが届

くようになります。 

 ※ このメーリングリストは当館からの送信専用ですので、皆さんからメールを送

信することはできません。 

 まずは、当館のボランティアデータベースに登録されている皆さまのメールアドレ

スを使用しています。7月 21日に第 1回目のメーリングリストでの配信を行いました

ので、そのメールがお手元に届いていない方や、メールアドレスを変更したい方は、

点字製作係までご連絡ください。 

 また、スマートフォン・携帯のメールアドレスを登録される場合、館からの送信ア

ドレス（tenji@iccb.jp）のメールを受信できるように設定していただく必要があり

ます。 

 詳しくは、点字製作係までお問い合わせください。 

日本ライトハウス情報文化センター 

     点字製作係 

発行責任者 竹下 亘 

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-13-2-8F 

℡ 06-6441-1028（点字製作係直通） 

℡ 06-6441-0015(代表）FAX 06-6441-0095 
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【小原二三夫さん退職のご挨拶】 

 約 20 年にわたり、当館点字製作係で触読校正をはじめ、ボランティア対応や専門

点訳講習会など、幅広く業務をこなしてこられた小原二三夫さんが、この 8月末で退

職されました。本来なら、皆様にお会いしてご挨拶すべきところですが、コロナ禍の

状況ため、それが実現できずに申し訳ありません。小原さんから皆様への挨拶文をい

ただきましたので、紹介します。           （点字製作係 奥野真里） 

 

感謝の意を込めて 

小原 二三夫 

 この 8月末を以て、日本ライトハウス情報文化センターの仕事から退くことになり

ました。本来なら皆様に直接お会いしてご挨拶すべきところですが、このコロナ禍で

それも叶わずこのようなかたちになってしまい、誠に申し訳なく思っています。 

 私が情報文化センターに異動してきたのは、2000年 4月のこと。最初の数年間は週

3日、その後は週 4日、嘱託職員として勤務させていただきました。もう 20年も経つ

のですね。当時は私も 40 代後半、ボランティアの方々は私と同世代ないし年長の方

が多かったですが、皆さんとても元気で、よく議論し考えぬきましたね。 

 私に与えられた仕事は、ボランティアへの点訳指導と点訳相談。前任者からの引継

ぎは数日しかなく、ほとんど何もわからない状態で始めました。まずは、情報文化セ

ンターで行われている点訳の仕方・分かち書きなどを、時にはボランティアの方と読

み合せ校正をしながら教えてもらいました。当時はちょうど『点訳のてびき 第 3版』

への移行時期で、それまでの情報文化センターでの点訳の仕方をふまえながら、『点

訳のてびき 第 3版』をどのようなかたちで採用するかについて、何度も皆様方との

会合を開き検討しましたね。その中で特に課題となった複合語の分かち書きについて

も、「複合語の切れ続き」という資料をつくりました。この資料は、点字の読みの感

覚を持ち合せていないボランティアの方々が、感覚ではなく理屈で切れ続きを判断で

きるようにと、できるだけ誰にでも分かるような原則を置き、それに基づいて分かち

書きを考えることができるようにしようとしたものです。 

 また当時は、点図を描くためのフリーのソフト「エーデル」を一部の点訳ボランテ

ィアが使い始めていました。私もボランティアの方に手伝ってもらいながら、触って

分かりやすい点図を描くためのエーデルの使い方を研究し、触図の勉強会や講習会を

担当しました。さらに、触知覚や理科系点訳の講習会も開催しました（※）。 

 その他、表点訳や英語点訳の勉強会などもしました。こうして、情報文化センター
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は、図表や数式などのあるものも含め、多くの分野の点訳書を製作することができる

ようになりました。これもひとえに、ボランティアの皆様方のご協力・ご努力の賜物

です！ 心より感謝申し上げます。 

 

 在任中の後半の 10 年間ほどは、大量の教科書の校正に追われ、また最近の数年間

は体力が衰え、精神の働きも鈍くなって、皆様方に十分に対応できなくなり、大変心

苦しく思っています。 

 この 20 年間を振り返ってみますと、ボランティアの皆様には時には私の目となっ

てもらい、教え育ててもらって、それを財産として仕事を続けてこられたように思い

ます。この 4月から新任の触読の職員が勤務しています。私の場合と同様、どうか彼

女の目となり教え育ててください。 

 退職後は、自分で言うのは口幅ったいですが、残った限られた生、触れるナチュラ

リスト・アーティストとして活動できればと思っています。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 この 20 年間、ボランティアの皆様方には大変お世話になりました。本当にありが

とうございました。どうか皆様、今後とも点訳活動、見えない人たちへの情報提供活

動にさらなるご支援をお願いして、退職の挨拶とさせていただきます。 

 

（※）これらの講習会の内容は、私のホームページ 

http://www5c.biglobe.ne.jp/~obara/ 

の「仕事関連」の中で公開しています。 

また「1.点字とのつきあい」の中には、以前に「点訳

通信」に寄稿した「点字との出会い」「地図との出会

い」「漢字の理解」などもあります。点訳を始めて間

もない方には参考になるかも知れません。 

 

（講習会の課題作品の一例） 

 
 

講習会で講師をされている小原さん 

うさぎの迷路 星座早見表 多角形の立体模型 分子構造の模型 
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【新人ボランティア８人が活動開始】 

2019年度点訳ボランティア養成講習会を修了した 8人が、8月から活動に加わりま

した。2019年 10月から始まった講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

修了 1 カ月を目前に、2 月下旬から休講となってしまいました。しかし、それ以降は

講師を勤めてくださった土橋
つちはし

さん、鴻上
こうがみ

さんと郵送による学習を続けられました。

また 5月からは、隔週でオンライン勉強会を実施し、皆さん粘り強く取り組んでくだ

さいました。 

以下は 8人の方の自己紹介です。 

 

★ 飯原 友美（いはら ともみ）・火曜日★ 

 はじめまして。私は以前点訳ボランティアをしていましたが、訳あって辞めてしま

いました。もう点訳はできないだろうと思っていましたが、ご縁があったのでしょう、

こうしてまた参加させて頂ける事になり嬉しく思います。 

 講習会では講師の先生方から親切に優しく教えて頂き、毎回 2時間があっという間

でした。久しぶりの点字は一からの勉強。一緒に学んでいる皆さんもすごく熱心で、

自分も頑張ろうと思えました。これから少しでも長く細く続けたいと思います。 

 私は、今ヨガと習字を習っています。ヨガは 12 年程続けていますが、体を少しほ

ぐすだけでも気持ちがスッと軽くなり、頭の中もスッキリします。その後のビールは

最高でいつもグイグイ飲んでしまいます。習字は 2年目でまだまだですが、中学生以

来の筆での習字は新鮮で楽しいです。どちらも自分にとっての気分転換で、とても貴

重な時間です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

★ 森下 真琴（もりした まこと）・火曜日★ 

 はじめまして。森下真琴と申します。今までは、駅や道路にある点字ブロックを見

かけたら、自分が邪魔にならないようにする位で、点字の知識は全くありませんでし

た。講習についても、学習についていけるのか、実際に自分が役に立てるのかなどと

考えてしまい、気が引けていました。でも、これからの事を様々考えた時、心配より

実行と決心して参加させていただきました。 

 今、はまっているものは韓国ドラマで、毎日少しずつ欠かさず鑑賞してウキウキし

ています。得意と言えるものは家庭料理ですが、日常の簡単な物を「適当に作ってお

いしい！」が目標で、最近はドラマ鑑賞と共に韓国料理に興味が湧き挑戦しています。 

講習では先生方にわかりやすくご指導いただき、同期の皆さんと和気あいあいと楽し

く、そして何とか最後までしがみつくようについて行きました。皆様と共に活動でき

るのを楽しみにしております。 
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★ 藤谷 由佳（ふじたに ゆか）・水曜日★ 

 この度、新しくボランティア活動に参加させていただくことになりました藤谷由佳

です。 

 以前から何となく気になっていた「6 個の点の文字」が、講習を受けてみると思い

のほか奥が深く、こんなにもたくさんのことを表現できるのかと非常に驚きました。

まだ点字を読むことや入力することに必死で、これからどんなことがしたいのか考え

る余裕がまったくないというのが現状です。亀の歩みのようなスピードですが、少し

ずつ前進していろいろなことに挑戦したいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 趣味は旅行です。特に歩くことが好きで、旅行先を歩きまわるのも楽しいものです

が、伊勢街道（大阪―伊勢神宮）や鯖街道（京都市―福井県小浜市）など、目的地ま

で歩き、その道のりを楽しめる旅が大好きです。何事もそうですが、目的を達成する

とともに、その過程も楽しみたいと思っています。 

 今後、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

★ 山﨑 好恵（やまざき よしえ）・水曜日★ 

 私は学生時代、部活動で JRC(青少年赤十字クラブ）に所属していました。2年上の

先輩が部の中心だった頃のボランティア活動では点訳活動をしていたようですが、私

が入部した頃は行っていませんでした。点字タイプライターが部室に置いてあり、部

の友人と「点訳をやってみたいね」という話をしたことがありましたが、在学中は点

訳をすることはありませんでした。 

 その後、ボランティア活動とはまったく縁のない生活を送ってきましたが、昨年の

ある日、新聞に掲載されている小さな記事を見かけました。それは、音訳ボランティ

ア養成講習会の記事でした。ボランティアという言葉に惹かれた私は、記事を頼りに

インターネットで調べてみました。そして、日本ライトハウスで点訳講習会があるこ

とを知り、部室にあった点字タイプライターを友人と弄っていた懐かしい思い出に背

中を押されて、受講しました。今後もどうぞよろしくお願いします。 
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★ 田端 弘美（たばた ひろみ）・木曜日★ 

 高校生の時に学校で点字を習う機会があり、その後、近くのボランティアサークル

のようなところに通って、絵本の点訳などをしていたことがあります。いつかまた、

点訳をしたいなという気持ちがありましたので、新聞で今回の講習会の記事を見つけ

てすぐに応募しました。上の子が成人式を迎え、下の子も無事高校に進学したので、

時期的にも良かったと思います。無事に講習を終えて、約 20 年ぶりに点訳を再開で

き、うれしく思います。週 3回パートの勤務もしているので、時間の確保がなかなか

難しいかもしれませんが、少しずつ 6点入力などにも慣れていきたいと思います。 

 今はコロナの関係で休止中のものが多いですが、趣味はママさんバレー、ソフトバ

レー、ハンドベル、トールペイント、タティングなどをしております。点字を通して

の新しい出会いを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

★ 絹川 和子（きぬかわ かずこ）・金曜日★ 

 点訳ボランティア養成講習会が新聞で募集されているのを偶然見つけて応募しま

した。 

 いざ始めると何が何やらさっぱり分らず、大変なところに来てしまったのではない

かと途方に暮れました。これから点訳ボランティアを始めてもどうなることやら分か

りませんが、できる範囲で少しずつやらせて頂きたいと思っています。 

 趣味は 60 を過ぎてハイキングを始め、近くの山をぼちぼち歩いていました。去年

は腰の手術をしてドクターストップがかかっていましたが、ようやく許可が出たので、

この暑さとコロナウイルス感染拡大に恐れをなしながら、また少しずつ歩きたいと思

っています。 

 点訳ボランティアとしてこれからも皆様にお世話になりますが、よろしくお願いい

たします。 
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★ 大杉 敦子（おおすぎ あつこ）・土曜日★ 

 はじめまして、今年度よりお世話になります。 

 まず、自己紹介です。血液型Ａ型の水瓶座、夕日のきれいな咲洲に住んでいます。

毎日、海辺を老犬と一緒に四季折々の花を見ながら散歩しています。 

 趣味は読書、絵画・映画鑑賞、旅行。基本的に面白いこと楽しいことが大好きです。 

 受講のきっかけは、昨年仕事をリタイアして少し時間にゆとりが出来、第 2の人生？

の始まりに何か新しい事をしたい、少しでも社会のために何かお手伝い出来ないかな

と思っていました。そんな時、新聞で点訳ボランティア講習会の案内を見つけて引き

寄せられるように申し込みました。 

 始まってみると、点字がなかなか覚えられず宿題をこなすだけで悪戦苦闘。講師の

先生には丁寧にご指導していただき、お陰様で何とか修了出来ました。ありがとうご

ざいました。 

 こんな私ですが、先輩の皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

★ 中安 龍夫（なかやす たつお）・土曜日★ 

 川西市から参加させていただいています、中安です。 

 ずっと昔のことですが、三ノ宮駅で人と待ち合わせをした時、少し早く着いたので

待ち人が来る方向をじっと見つめていると、同じ所を行ったり来たりしている人がい

ることに気がつきました。よく見るとその人は白杖を持ち、迷っているように見えた

所で、丁度点字ブロックが途切れていたのでした。「やっぱり行くべきか」と逡巡し

ていると、たまたまそこを通りかかった人に声をかけ質問しています。通りがかりの

人もそういうことに慣れていないようで、指を指して「あっちですよ」という風に教

えています。「そんな教えて方では分からんやろ！」と腹立たしく思いながら、何も

できなかった自分に腹を立てていました。 

 このような昔の微かな記憶が、今回点訳ボランティア養成講習会に応募しようと思

ったきっかけになっていたのかもしれません。 

 実際には戻ってきた校正後の結果を見て、切れ続きの難しいのは仕方がないとして、

凡ミスの多さに愕然とします。自分で 2回も校正しているはずなのに、何を見ていた

のだろうと反省しきりです。まぁ、気長にやって行きたいと思いますので、ご指導の

程よろしくお願い致します。 
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      【休館・休室等のお知らせ】 

          ９月１９日（土） 休室 

          ９月２２日（火） 休館（秋分の日） 

         １１月 ３日（火） 休館（文化の日） 

 

 

 

2020 年度 第 33回専門点訳講習会「楽譜コース」を 

オンラインで開催します 

 下記のとおり、楽譜点訳講習会をオンラインで開催します。本講習会では楽譜点訳

に必要な専門知識と技術の習得を目的とした講習を行います。ご関心のある方はぜひ

お申し込みください。 

 なお、受講していただくにはパソコン・スマートフォン等が必要です。 

 

内 容：楽譜（五線譜）をどのように点訳すれば良いか、音符の書き方やレイアウ 

     ト方法などの技術を学習する。また、本講習会はオンラインで開催するた 

     め、課題提出等はメールを活用する。 

日 程：2020年 10月 8日、11月 12日、12月 3日、12月 24日、 

     2021年 1月 7日、1月 28日、3月 4日、3月 25日 

     全 8回（いずれも木曜日）、午前 10時～12時 

     ※10月 1日（木）10時から事前のオンライン接続テストを行います。 

講 師：加藤
かとう

俊和
としかず

氏（点字楽譜利用連絡会 副代表） 

定 員：20人（申込み多数の場合は抽選） 

     ※9月 18日（金）までに講習会の詳細をお知らせします。 

対 象：楽譜点訳に関心のある方で、中学校程度の音楽教科書の楽譜が読める方。 

     日本語点訳をすでにされている方。 

     ※なお、すでに楽譜点訳をされている方はお控えください。 

申込方法：申込用紙を提出（申込み多数の場合は抽選） 

申込締切：2020年 9月 15日（火）必着 

受 講 料：2,000円（資料代） 

     用意していただきたい参考書籍：「点字楽譜の手引」（文部科学省発行 

     2,750円 <税込>） 

     ※当館サービス部でも取り扱っております。ご購入の際は、 

      電話 06-6441-0039（火～土曜の 10：00～15：00）にお問合せください。 

      来館される場合は、事前にご予約いただきますようお願いします。 

 

 申し込み・お問合せは、当館点字製作係までご連絡いただくか、当館ホームページ

の「講習会・研修会のご案内」からご覧いただくこともできます。 
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