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対面リーディング通信 2012年
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対面リーディング・ボランティアの集い
報告

日時：１１月８日（木曜日）午後１時～４時

場所：日本ライトハウス・本館 ４階 第１会議室

講師：西林 洋二（にしばやし・ようじ）

■第１部 講演 （１時～２時）

西林洋二さんは長い間、情報文化センターの対面をご利用頂いていましたが、現在は地元の

公共図書館や、大阪市立中央図書館でおもに利用されています。週１回程度、趣味の本からお

仕事に関係のある本、郵便物まで、必要に応じて対面を活用されているとのことでした。

講演では、「対面の中で困ること」というテーマで固有名詞・地名の読みでの『困った』例

を、沖縄へ旅行された際のエピソードを交えて楽しくお話し下さいました。また、私たちが普

段から見慣れていて説明をし忘れてしまうような語句でも、「漢字」「アルファベットの大文

字・小文字」など、どのように書いているかを伝えてほしい、というお話もありました。

西林さんの体験談を中心に、今後の対面リーディング活動に生せる具体的アドバイスも頂く

ことができ、とても有意義な講演となりました。 （２頁につづく）

今月号の主な内容

対面リーディングボランティアの集い 報告 １

ご存じですか 点字郵便物 ２

対面リーディングと私 生きがいということ（井上満子） 倉橋 健一 ４

情報発信 「対面リーディング通信」創刊のころ 加藤 義弘 ５

お知らせ 図表の読み方勉強会 代筆サービス ６

対面リーディング難所物語 耳で読む漫画や劇画の世界 二村 晃 ７

寄り道・回り道 Cafe MILLO（カフェ ミロー） 今村 竹志 ８

情報発信 洋服やアクセサリー、どうやって選ぶの？ 常 瑠璃子 ９

情報発信 盲導犬を引退した犬と暮らした日々 松井 順子 １０
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対面リーディングボランティアの集い 報告

■第２部 情報交換会 （２時～４時）

話題は大きく分けて「居眠り」、「雑談」、

「自分の得意分野以外の依頼」でした。

１、居眠り
・利用者の方が眠ってしまうのは自分の読み

が悪い（早過ぎるなどの理由で）からだろ

うか、と気になっている。

→読みが悪いのではなくて、利用者自身の

疲れでは？１日に２コマ以上対面を受け

ている場合もあるので、午後などは特に

眠くなることも。

→途中に雑談を入れて気分転換をしてみる。

→読むのを止めた途端に起きるかたがいる

（家でも、テレビを消したら起きる人っ

ていますよね）。これを逆に利用して、

うつらうつらしていらっしゃるのがわか

ったら一旦止めてみる。

→資格試験の勉強に関わる対面の時には、

大事な本なので声をかけて起こして、聞

いていた箇所まで戻って読み直した。

→こちらから「（連続して読んでいると喉

が渇くので）ちょっとお茶飲みますね」

などと声をかけたり、立ち上がってみた

り…。

→「お茶入れましょうか？」 但し最近お

茶のペットボトルなどを持参される方も

多いので、用意されているお茶を淹れる

ことが少なくなってきているかもしれな

い。

→判例集など硬い文章だと、読む側も疲れ

るけれども聞く方も大変だろう。その時

はちょうど録音していたので、その音声

がしっかりしていれば家で聞き返せるだ

ろうからと考え、寝ていてもそのまま読

んだ。録音されているから、読む側も安

心して読み進めていられるという面もあ

る。

→小説だったら途中を聞いていなくても支

障なさそうなので、利用者が寝ていても

続けて読む。

→キリの良いところまで続けて読む。

→眠気が覚めるようなことをする。普段し

ないようなことを…例えば椅子を引いて

音を出す、咳払い、わざとクシャミをし

てみる！ など。

（職員より：時間内に終われない時は、利用

者・ボランティア双方了解のもとであれば

続けて頂いて構いません。ただし次のコマ

に予約が入っているかもしれないので、必

ず職員に確認をお願いします。）

２、雑談
（職員より：利用者へのアンケートで「（話

が盛り上がって）楽しかった」「（利用者

自身は）読んで欲しくて来ているのに…

（雑談になってしまい困った）」というご

意見がありました。）

・利用者からの要望で２時間ずっと雑談だっ

たことがある。この場合はニーズに応える

ことだったのだから問題はないと思ってい

る。

・ボランティアとお喋りしながら情報を入手

することもしておられるのかもしれないな

と感じている。

（職員より：利用者の希望で雑談、という状

況はあるでしょう。とは言っても対面ボラン

ティアは相談窓口ではないので、悩み事相談
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などは受けなくても良いと思います。相談事

はそれぞれの窓口へ行って頂くべきなのです

から。）

３、自分の得意分野以外の依頼
・録音で囲碁コーナーを担当していますが、

囲碁自体にはそれほど詳しくないです…。

→棋譜の読み方さえ押さえておけば問題な

いです。

・代筆について。代読だと思って来たら、ヘ

ルパー利用申し込み書類の代筆を頼まれた

ことがあった。医学的な用語などがある上、

かなりの量があったので、１コマの半分以

上を費やしたことがあった。

→（職員より：代筆のサービスは受け付け

ています。過去には履歴書作成・年賀状

の代筆なども行っています。ボランティ

アはあくまでも「利用者の目の代わり」

であり、利用者の秘書ではないので、文

章作成・要約・翻訳などを代行する必要

はありません。

「字を書くのが嫌だ」というボランティ

アの方もいらっしゃるので、依頼する時

に事前に内容をお知らせするようには心

がけています。そのため利用者には前も

って依頼内容を伝えてもらうようにお願

いをしていますが、予約の際には代筆も

あるということを仰らないこともあった

のだと思います。

法律に触れるようなこと、例えば脅迫文

や、誤記があると無効になってしまう書

類などは、対面では原則としてお引き受

けしていません。間違ってはいけないも

のについては「最善を尽くしますが、そ

れ以上のことは責任を負えません」とし

ています。断ってしまうと、その人が

“書類を書けない”ということにもなっ

てしまいますので。）

→職員に「代筆しても良いですか？」と聞

いた方が良い。

・情文の外で対面を実施できないだろうか。

→（職員より：具体的には利用者の自宅や、

近くの公民館等を借りて行うことになりま

すが、コーディネートが難しいですね。利

用者とボランティアと借りる施設の予約が

必要です。また、自宅へおもむくと対面以

外の依頼を受けたり、トラブルが発生する

ばあいがあります。）

ご存じですか

点字郵便物

点字図書や録音図書は無料で郵送することができます。万国郵便連合加盟

国宛なら外国にも送る事ができます。基本的には郵便事業会社から発受指定

を受けた施設から送る場合と、施設宛のものが対象です。点訳や音訳に従事

している人でも個人間は郵送料が発生します。但し点字に関しては晴眼者同

士でも無料で送る事ができます。切手を貼る欄に「点字用郵便」と表記し開封して中が確認で

きる状態でなければなりません。また宛先も点字で表記してもかまいません。
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対面リーディングと私

生きがいということ

詩人・文芸評論家 倉橋 健一
く ら は し け ん い ち

文芸投稿誌『蔕文庫（へたぶんこ）』2012年秋号（50号）に対面ボランティアの井上満子さ

んを紹介した記事が掲載されました。倉橋さんの許可を得て転載させていただきます。（K）

本誌の編集委員のひとりである井上満子さ

んには、１４年前の1998年に出した『楽し

からずや対面朗読――ボランティアわがいと

しの日々』という生活記録集がある。

対面朗読とは、盲人福祉の向上を目指して

目の見えない人のために代わって本を読んで

あげるボランティアのことだ。井上さんは5

0歳になって、子育てなど専業主婦を一段落

ついたと思ったとき、逆にこれまでの自分の

生活にはほとんど社会性がなかったことに気

付いて、新しい生きがいを求めるかたちで、

この対面ボランティアに応じたという。この

間の心境を本のなかで、彼女は手短につぎの

ように語っている。

「いまでは私の主婦業は解体され、部分的に

母親業がなくなり、代わりにおばあちゃん業

が加わった。これが主婦業と信じて疑わなか

ったものが、子たちの成長と共に姿を変えた

のだ。家事の合間の息抜き――正確には手抜

きなのだが――もかなりうまくやったつもり

だった。しかし、それも主婦業なかばでこそ

値打ちがあったが、開店休業の今ではあまり

意味がなくなってしまった。その淋しさ、空

しさを埋めたくて、私は外に出て仕事をした

いと思ったが…」

この時点ではその対象がボランティア活動

になるとは、まだ思っていなかったようだが、

たまたま盲人の人たちに情報を提供するボラ

ンティア、いいかえれば録音図書を制作する

ボランティアを養成する音訳講習会が一年の

予定ではじめられるという記事を読んで、早

速応募することにした。講座生として通うう

ち、「どなたか対面朗読してくださる方あり

ませんか」と、盲人情報文化センターの職員

からの呼びかけがあり、みずから背中を押す

かたちで手伝ってあげたの

が、本格化するきっかけと

なった。以来いちども休ん

だこともなく、今日にいた

ったというのだ。（ごく最

近まで続けていたのだか

ら、ゆうに３０年を越して、ということにな

る）

と、ここまでは井上さんの紹介だが、ここ

からは転じて、私の関心ごとを記すことにな

る。ここで1930年（昭和５）生まれの井上

さんにとって50歳とは1980年（昭和55）

になる。誓っていうが、当時はまだボランテ

ィアという呼び方自体、聞き慣れない用語だ

った。手元の７４年刷りの広辞苑を見ても①

義勇兵②自ら進んで社会事業に参加すること、

とある。実際には奉仕という言葉の方がより

身近だったろう。

だからこそ、ここで井上さんの５０歳の決

断はきわめて大事といわなければならない。

ついでながら生涯教育ということが呼ばれ出

したのもこの前後からだった。なかんずく、

対面朗読ともなると、それが、一対一である

だけに、人間関係にもさまざまな困難も生じ

てこよう。このあたり、経験をとおした対話

が、私たちのこの蔕文庫のようなばあい、も

っともっとあっていい気が、しきりにしてな

らない。
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情報発信

｢対面リーディング通信｣創刊のころ

対面リーディングボランティア 加藤 義弘
か と う よ し ひ ろ

｢対面リーディング通信｣は、今回の2012

年12月号で第146号を数える。創刊は、1

988年（昭和63年）1月なので、25年前と

なる。この年は、青函トンネルが完成し、ソ

ウルオリンピツクが開催された年でもあった。

ほぼ、平成とともに「通信」は歩んできたと

いえる。

当初は「対面朗読通信」と名づけられ、

｢対面リーディング通信｣に変ったのは第50

号（1996年）からである。

もともと「対面リーディング事業」は、情

文が日本ライトハウスの本部がある大阪市鶴

見区放出(はなてん)から、現在の肥後橋へ移

転した1979年（昭和54年）4月に記念事

業として始められたものである。なお、

ONE BOOK ONE LIFE（創刊当時は「肥

後橋だより」）は、この年に発刊された。

創刊号の第1面は「統計から見た対面朗

読」で埋められていて①自慢②情文サービス

の推移③あまり利用されない公共図書館、か

らなっている。

①では、「日本の点字図書館4」（1985

年）によるアンケート（回答館71のうち実

績回答館24）で、当情文が923件で実質的

に日本一にランクされた。また、公共図書館

では都立中央図書館が情文とほぼ同じ規模で

行われている。

②は、利用件数が1980年 666件、81

年 716件・・・・85年 923件、86年

986件である。希望者は、これからも増

大するものと予想される。件数的には、ほぼ

限界に近づいている。

③は、大阪図書館協会（1985年）による

と、府下の活動状況は延利用者1605人で、

それも大阪市立中央図書館など3館に偏り、

対面朗読を看板にあげているもののサービス

を実施していない館がかなりある。近点協

（近畿点字図書館研究協議会）などを通じ広

域的な取り組みと、図書館の活性化を試みな

ければ、増大する需要に対処できないと思わ

れる。

ところで、創刊当時から「図形の読み方」

というボランティアにとり、やや取り組みが

難しいと思われるテーマがシリーズとなり、

分かりやすく掲載された。その意欲に敬意を

表したい（例 情報処理記号、地図、楽譜、

分数など）。

特筆すべきは、例えば江戸幕府図をＡさん

Ｂさんに試し書きしてもらい、その良し悪し

を論評している点である。こうした問答形式

も織り込み、このシリーズは数年間、続いた。

大作である。

その他、「初めての対面朗読」もシリーズ

となって、当初から連綿と続いている。

この頃の「漢字の読み」では、1、仏像

（文殊など72例） 2、季語 3、日本の旧

国名、などが特集されている。

1年後の第7号（1989.1）では「第2回

対面朗読ボランティアの集い」の報告である。

これによるとボランティアの集いは、前々年

（1987年）に第1回が開かれたと思われる。

「通信」より少し早く開催されていることに

なる。次のことを紹介している。

1、1カ月平均80件の利用。（最近では95

件）

2、登録ボランティア90名。実活動45名。

（最近は、129名と87名）

3、文学書より、身近な情報や専門書が多く

なっている。

4、この頃、コンピユータの導入により、点
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字資料の共有化などその成果はめざまし

い。

なお、「ふるさと紹介」は、第21号（１９

９１.6）から始まっている。

ちなみに、今や本紙の顔となっている力作

「難所物語」は、今号で117回目となる息

の長い作品であるが、それは、第32号（19

93．5）が嚆矢で、タイトルは「大阪弁の

アクセント」であった。

小生なりに創刊当時の印象を述べると、未

開拓であり、これからとのことで、話題が豊

富、内容も濃いということである。生みの苦

労が偲ばれるなか、読者の投稿も積極的だっ

たと推察される。例えば、ある年の新年号の

「祝賀欄」には、7人もの人が寄稿している。

最後に、第51号（１９９６.7）での「対

面朗読の黎明期を担当して」という K 氏の

記事の一部を引用して小品を締めくくりたい。

「対面朗読の夜明け。手探りの状態。気軽

に利用できるようにしよう、制限はできるだ

け設けない、このことだけを心がけた。この

気さくさが受けたのか、利用は鰻登り。サー

ビス量が日本一になったときは、さすがに嬉

しく、また反面その重大さを実感。（中略）

しかし、晴眼者との乖離は続き、生活に密着

した情報は極端に不足。スーパーの安売り広

告や、町内の回覧版など晴眼者が何不自由な

く見ている情報こそ、これから重要になって

くるのではないでしょうか」

※『対面リーディング通信』のバックナンバ

ーを御覧になりたい方は係まで申し付け下

さい。

お知らせ

勉強会のお知らせ テーマ：図表の読み

１２月１３日（木曜日）１時から４時「図表の読み方」を考えて行きたいと思ってい

ます。対面リーディングでは点訳や音訳のように、じっくり考えてから読むということはでき

ません。即断即決。ここが醍醐味であり、腕の見せ所です。

利用者や図書により読み方が変わる事があります。読み方の答えは一つではありません。色

んなパターンを知っておくことで臨機応変に対処することができます。

今回は講習会形式ではなく、参加者の意見を出し合うことで技術を深めていきたいと思って

います。また、点訳ボランティアや音訳ボランティアの参加も予定しています。他の係ではど

のように処理しているのかも参考にして行きたいと思っています。

皆さまの参加をお待ちしています。参加ご希望の方は職員かメール（book@iccb.jp）で予約

下さい。

代筆サービス

当館では対面リーディング以外に代筆のサービスもしています。年末は年賀状の季節でもあ

ります。その節は対面リーディング同様よろしくお願いします。
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対面リーディングの難所物語〈ＣＸⅡ〉

7２. 耳で読む漫画や劇画の世界

二村 晃
ふ た む ら あきら

今年の６月号で、ゴルゴ13（サーティー

ン）が誕生した昭和43年（1968年）11月

の作品、第１巻第１話の『ビッグセイフ作

戦』に、44年ぶりに今度は耳で再会した喜

びを綴りました。

引受けた仕事はどのような困難な状況下に

置かれても、生命の危険にさらされながらも

危機一発で危難を乗り越え、約束の狙撃を果

たすという劇画界のヒーロー！ 私は44年

も昔から、このゴルゴ１３にすっかり魅せら

れてしまったのです。話の展開も実にスリリ

ングで、続きが待ちどおしく、ワクワクして

待っていたのを思い出します。

常にアタッシュケースを携えて世界の各地

に現われる彼のスタイルは魅力的で、現代を

代表する仕事師として、何ともサマになって

いるのです。私はこの姿に強く憧れました。

ゴルゴがこの鞄に潜ませているのは、分解し

たライフル銃と、カートリッジに入った銃弾

ですが、私はアタッシュケースから資料を出

して、広告企画のセールスを行なう姿を彼に

重ねて、この鞄を持つことを夢みていました。

が、酔っぱらったら、どこに置いて来るかわ

からない私のこと、皆に反対されて購入を諦

めた思い出があるのです。

ゴルゴ13をご存じない皆さんにも、その

姿をご紹介しましょう。導入の部分で、画面

を解説して下さったのは、グループ N ‐ bun

の西村道子さんです。

「暗闇を男が一人、まっすぐこちらに向っ

て歩いて来る。右手にアタッシュケースを持

ち、左手はズボンのポケットに。白っぽいス

ーツ姿。短い黒髪、長いもみあげ。黒く太い

眉、鋭い眼、引きしめた唇。ゴルゴサーティ

ーンだ。」

私が熱愛するゴルゴの登場シーンです。解

説も何も書かれていない１コマの画面から、

これだけの描写を伝えて下さった読み手の西

村さんに脱帽です。それぞれの場面ごとに、

しっかりとシナリオ原稿が書かれているから

こそ、よくここまで読み込んで下さったのだ

と思います。有難うございました。

このゴルゴ登場のシーンは、昭和52年７

月の作品で、『独裁者の晩餐』のプロローグ

の場面。反大統領ゲリラの首領の狙撃を引受

けたゴルゴが、アフリカ・ウガンダ共和国に

現れます。ジャングルに入った彼は、何度か

の危機一発の場面をすり抜けて仕事を終えま

す。それから一週間後、ロンドンのエピロー

グの場面では、新しい依頼者に会うゴルゴ。

彼のアタッシュケースが印象的です。今度は

左手に持っています。こんな具合です。

「一本の街路樹。太い幹を背にして、たたず

む一人の男。白っぽいスーツ姿。彼の左手に

アタッシュケース、右手にライター。ほそ巻

きの葉巻の煙が漂う。男のもの静かな口調。

“用件を聞こうか？”」新しい仕事が始まる

のです。

劇画が耳で読めるようになって、かれこれ

２年になります。あの頃のゴルゴに何度も再

会できるのは嬉しいことです。そして、あの

当時抱いたアタッシュケースへの憧れが、今

もまざまざと思い出されます。素晴らしい音

訳です。ぜひ参考に！ 〈つづく〉
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寄り道・回り道 レポーター：今村竹志

Ｃａｆｅ ＭＩＬＬＯ（カフェ ミロー）

【所在地】 大阪市西区南堀江３丁目１５－７ 堀江ヴィラ１Ｆ

【TEL】 06-6531-5036

【行き方】 地下鉄千日前線西長堀駅 6 番出口 南に約300m

【営業時間】 月～金8:00～18:00 【定休日】土曜・日曜・祝日

【URL】 http://www5.plala.or.jp/millo/cafemillo.html

人類とパンの歴史は古く、現在のパンの祖

先である発酵パンは、紀元前3000年頃、古

代エジプトで偶然に誕生したそうです。日本

に伝わったのは戦国時代、ポルトガルの宣教

師たちによって伝えられました。

鎖国とともに一端表舞台から退いた日本の

パン食ですが、19世紀になると日本人の手で

焼かれた「国産パン第一号」が作られました

（これが毎月12日の「パンの日」の由来で

す）。開国されるといよいよパン作りが広まり、

戦後、食の洋風化はパン食を主食となるまで

押し上げました。

最近では「ショコラノワゼット」や「フレ

ーズミント」など一度聞いただけではケー

キ！？と思えるような名前と意匠を凝らした

パンもあります。それはそれでいいのですが、

今回はパンの原点に帰り、天然酵母を使って

ゆっくり発酵させ、遠赤ガスストーブで焼き

上げる『カフェ ミロー』（以下ミロー）のパ

ンを紹介します。

『ミロー』は30年以上続いている喫茶・軽

食のお店です。「障害者が生きやすい社会は、

すべての人が生きやすい社会」という理念の

もと、2000年に小規模作業所、2010年に

就労継続支援事

業所として障害

者・健常者が一

緒になって活動

されています。

録音ボランテ

ィアも兼ねてお

られる方ならご存じのことと思いますが、お

昼時、焼き上がったばかりのパンを持って、

６階へ配達に来られます。

サンドイッチや、あ

んパン、クリームパン

など何種類ものパン

が、わずかな間にみる

みる減っていくほどの

大人気！ そこかしこにある、乳化剤を使っ

て不自然なまでに柔らかくしたパンではなく、

しっかりとした噛み応えのあるパンは、これ

が本来のパンであることを思い出させてくれ

ます。素朴で混じりっけのない純朴な味わい

は、天然酵母と国産小麦の力で生み出される

だけでなく、作られた方のお人柄の賜物かも

知れませんね。

この後、８階・５階など各階へ回って行か

れるのですが、ここだけの話、確実に手に入

れるためには、12時が来たら６階へGo！！

（なお、金曜日は私の「パンの日」なので、

サンドイッチとあんパンは残しておいて下さ

い(^_^;)）

あんパンなど各

種菓子パン

105円～

チーズパン・ラ

イ麦パンなど

105円～

食パン(要予約）

315円
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洋服やアクセサリー、どうやって選ぶの？

JICA - 国際協力機構 職員 常 瑠理子
つ ね る り こ

夏の暑さは遠い過去。暖かい物を口にする

と心から美味しいと思えるこの季節。ホット

抹茶ミルクを飲みながらまったりとこの原稿

を書いています。

なぜこの原稿を書かせ

ていただくことになった

かといいますと、２ヶ月

ほど前に白杖の購入のた

め久々に情文のサービス

フロアーにお邪魔したところ、とある男性職

員さんに声を掛けられました。「久しぶり、

元気にしてるん。その髪の毛は自分でしたん。

おしゃれに付いて原稿書いてもらわれへんか

な。」と。どうやら二つに分けて編み込みを

していた私の髪型が目に止まり、その場で原

稿執筆をご依頼くださった様です。そんなわ

けで、原稿を書いています。

「洋服（アクセサリー）可愛いね～、どう

やって選ぶの？どうやってコーディネートし

てるの？」晴眼者からもっともよく聞かれる

質問です。全く視力のない私がどのように洋

服やアクセサリーなどを選びそれらを組み合

わせているのか、純粋に不思議に感じるので

しょう。洋服やアクセサリーなどは友人や母

と買いにいくこともありますし、一人で行っ

て店員さんと話しながら選ぶこともあります。

最近はインターネットの通販で購入すること

も増えました。ウェブサイトに掲載されてい

る説明を読めば製品の素材やデザインを想像

することもできるので実際にお店に足を運ぶ

以前にチェックして、雑誌やカタログの代わ

りとしても利用しています。

私がインターネットでよく購入するアイテ

ムで「可愛い～」と職場で大好評のものがあ

ります。それは、タトゥータイツ！足にタト

ゥーをしているかの様に見えるタイツです。

柄はワンポイントのものもあれば全体に柄が

プリントされているものもありますし、膝か

ら下だけに柄がプリントされているものもあ

ります。今年の春前後から１０代を中心には

やり始めた新しいアイテムですが、大学生の

お子さんの居る職場の先輩が「タトゥータイ

ツを買ってん」と嬉しそうに話していたので

チュニックやレギンスの

様に世代を超えて愛用さ

れるアイテムになるかも

しれません。洋服がシン

プルでもタトゥータイツ

で可愛く見せることもできますし、寒い季節

はブーツやミニボトムと組み合わせることも

できます。

大半のタトゥータイツは柄がしっかりとプ

リントされているので、手で触れることでど

んな柄かを把握することができます。その点

でも視覚障害者にとって管理がしやすいので

お勧めです。とはいえ、製造方法によっては

タイツを触っても柄が分からない種類のプリ

ントもありますので購入される際には是非お

店で手に取ってみてください。

普段の装いに一工夫加えて楽しい気分で冬

を乗り切りたいものです！
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盲導犬を引退した犬と暮らした日々

松井 順子
ま つ い じ ゆ ん こ

盲導犬はその生涯に何度も共に暮らす家

族を替えます。その最後の家族が、視覚に障

害を持つ人のパートナーとして働いてきた犬

たちを労い、老後が穏やかに過ごせるように

と共に暮らす引退犬ボランティアです。

私は、引退犬ボランティアになって丁度

１０年になり、その間、２頭の犬を家族に迎

えました。１頭目は日本ライトハウスのユキ、

２頭目はアイメイト協会のアリサです。

ユキは、老齢で我が家に来

た時はすでに寝たきり状態で

立つこともかないませんでし

たが１８歳１０か月まで生

き、アリサは、病気で早期引

退して６年８カ月を我が家で

暮らし、先ごろ１５歳で亡くなりました。

老いた犬は、子犬のようにひたすら可愛

いというものではありませんが、とても愛お

しいものです。頭が下がり、尻尾もたれ、歩

き方もとぼとぼという感じですが、その眼差

しは限りなく優しくとても穏やかで、ざわざ

わと揺れ動く人の心も穏やかに静かにしてく

れ、我が家にとってはなくてはならない存在

になりました。

そうは言っても老犬なので現実にはいろ

いろと介護の手がかかります。時には経済的

負担もかかりますが、私の場合は、ライトハ

ウス職員、ボランティア仲間、ネットでのお

知り合いと多くの方々に助けられました。

せめて洗濯の手間をかけないように、水

道代や洗剤の節約になるように使い捨ててく

ださいと、使い古したシーツやタオルを集め

て送ってくださいました。寒い冬には、暖か

いブランケットや服もいただきました。

ともすれば孤独な介護になりがちな引退

犬ボランティアですが、逆に多くの方と繋が

りができたのも２頭の犬たちのおかげでしょ

う。

現在は盲導犬にならずに

キャリアチェンジしたサニ

ー、被虐待犬だったルナ、

家庭犬として我が家にやってきた海の３頭の

犬と暮らしています。この後、いつまで引退

犬ボランティアを続けられるかわかりません

が、縁が繋がれば再び家族として迎えたいと

思います。

あの優しい穏やかな眼差しにまた出会い

たいから…。

訃報 『紀州路だより』を執筆していただいた徳岡攻さんが９月に逝去されました。

享年７０歳。徳岡さんのほのぼのとした文章は心和むものがありました。

謹んでご冥福をお祈りします。

▼フォントと文字サイズを変更しまし

た。少し読みやすくなったと思います。

▼今年もあとわずかになりました。来年

もよろしくお願いします K

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

06-6441-0015（代表）

06-6441-0039（サービス部）


