
 

 

 

 

平成 22 年度声の図書赤十字奉仕団総会 
 
平成 22 年度総会は 4 月 18 日(日)10 時より 7 階大会議室で開催されました。 

今年度、新しく副委員長 志智 公子(青年)、書記 松本 裕子(神戸ＹＷＣA) 
会計 池内 早苗(こすもす)の 3 名を選出しました。 
議長に野上明美さん選出により、21 年度、活動報告、収支決算報告、続いて 22 年度活動

計画と予算、活発な質疑応答もあって承認を得て、無事総会を終了しました。 
任期を終えられた方は、副委員長の政 芙美子さん、書記の門田 真弓美さん、会計の松永

美佐子さんです。2 年間の活動に感謝いたします。ありがとうございました。 
 
 

22 年度本部役員 
 

委員長     淡路 忠義 (あかりの会)   留任 
副委員長    鈴木 光代 (そよかぜ)    留任 
副委員長    志智 公子 (青年)      新任 
書記      松本 裕子 (神戸ＹＷＣＡ)  新任 
会計      池内 早苗 (こすもす)    新任 
会計監査    柚本加代子 (はあもにい)   留任 

 
☆よろしくお願いいたします☆ 
 

 
総会終了後、懇親会を開催し 6 テーブルにわかれて、和気あいあいと昼食をともにし、各

テーブルで話題を出して話し合い、団員をいかに増やすか、朗読技術向上、団員の自己紹介

などテーブルごとで内容はそれぞれながら、有意義に歓談して和やかに過ごしました。 
新人の団員が 3 名参加して下さって将来に向けて明るいものを感じました。 

支部から、竹中事業部長、日下奉仕課長、渡辺主事、北村主事が総会、懇親会共にご出席く

ださり、貴重なご意見なども頂きました。今年度もよろしくお願いいたします。 
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兵庫県声の図書赤十字奉仕団 
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代表者   淡路 忠義 
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２年間の書記の勤めを終え大変貴重な体験をさせてい

ただけたと感謝しております。 

声の図書奉仕団のしくみやその重要性、また防災ボラン

ティアとしての役割、そしてリスナーの皆様への細やかな

対応等学ぶ事ばかりの日々でした。 

有能で魅力あふれる方々と共に活動できる幸せを感じ

ています。団員の皆様、ありがとうございました。また支

部からは力強い支援を頂きました。感謝申しあげます。 

           門田 真弓美 (ことばの花束) 

 名残の桜を見遣りながら書いています。 

桜の木も確実に老いていっている筈なの

に、その気配は微塵も見せないばかりか、

あと何回この艶姿を見てくれるのかと問

いかけてきます。満開の桜よりも、風に舞

う淡色の花びらに心ひかれる昨今です。 

この度、副委員長の任をお引き受けしま

した。 

 する事なす事全て半人前ですが、志だけ

は大仰に“最後のご奉仕を“と思っていま

す。桜と長く対峙していたからでしょう

か。 

         志智 公子 (青年) 

本当に気付けば長い間、日赤兵庫県支部にお世話になってい

ながら、あっさりと時を過ごしてきてしまったように感じてい

ます。この度、本部役員の一員を担わせていただくことになり、

初心に帰って学び直すいい機会を頂いたと思います。中身の濃

いよりよい２年間を過ごしたいと思っています。 

    松本 裕子(神戸ＹＷＣA) 

＊立ち話の中から＊ 

当時の日赤兵庫県支部の事務所は２Ｆにあり、奉仕団室は３Ｆで鍵の受け渡しや連絡なども２Ｆへ降りて行く途

中で他のグループの方と出会えばその場でお喋りになる。その日も支部２Ｆのドアの所で、帰る人が突然 ～此処

には、ポルノはありませんか 探しても無いんです。中から課長が出てきて、「何かありましたんか」 リスナー

でもあり知人でもある人から依頼でポルノテープを借りたいけど無いんです。出直すといって帰った後 課長がい

いました。 「いっぺん集まったら、４階に来てもろてゆっくりお茶でも飲みながら楽しいにしたらどうですか」

嬉しかった この時の事は忘れられない。 

まだ役員体制も無く、 唯 各グループから連絡係りが居るだけ。気が付いた事から動き出した。    

阪神地下改札口へ迎えに行く～地上へ出～送迎乗用車に～西行き一方通行の為かなり時間を要した。始めての出

会いを楽しみに会話も弾んだ。ポルノテープは聴けますか？まだ 調べて無いんです すみません。和やかで喜ん

で色んなお話をして頂いてよかったです。 “課長に感謝です” 

{ポルノテープの読み手は、日本は１パーセント弱、米仏は２６パーセント、独は２４パーセント} 

政 芙美子(あけぼの) 

皆様のご協力にただただ感謝です。 

今思えば、ああすれば良かったここはこうすれば

良かったという事は多々あるのですが、無事に次

の方にバトンタッチできてホッとしています。 

 グループを越えて多くの方とお話しすること

が出来ましたし、声の図書奉仕団の役割が少しわ

かったような気がしています。学ぶことの多い２

年間でした。(役員未経験の方、お薦めですよ

(^.^)！) 

有り難うございました。 

 物心がついて以来、丼勘定で過ごしてきた私が、皆様の大切

なお金をお預かりする事になりました。不安でいっぱいですが、

貴重な体験をさせていただくことに感謝しつつ、会計の役を務

めたいと思います。透明性、公平性を旨に、皆様に納得してい

ただけるお金の使い方をしていきたいと思っています。 

どうぞご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

                池内 早苗(こすもす) 

前役員のひとこと 

新役員のひとこと 



 デイジー班 

５月１０日デイジー班会議から 

① リスナー向け「プレスクトークによるＣＤの聴き方講習会」を９月２０日に、ＪＲ灘駅近接の「東

部在宅障害者福祉センター」にて開催決定 

  ６～８月号の各図書でお知らせ下さい。(プリント配布済み) 

  開催に向けて、メンバーの事前勉強会も７月か８月に実施予定。 

② 全月刊・季刊図書収録ＣＤ「日赤声のアルバム」のモニターを１月号からグループ持ち回りで実施

中 

  様々な意見や感想が寄せられていますので、各グループ内のデイジー班メンバーにお聞きください。 

  このモニターにより、元テープの完成度の重要性、音質・録音レベルを揃える事の重要性、基礎朗

読技術の重要性、等が浮かび上がってきました。 

  なお全団員には、各番組作成や朗読の録音時には、出来るだけ新しいテープを使用して下さるよう

お願いします。 

③ ＰＣ直接録音試行中 

  これまでは、テープ→ＰＣでデイジー図書を作成していましたが、現在、単行本をＰＣ→テープで

作成中です。まだまだ試行段階ですが、音質はこちらの方が安定してクリアです。又性能の良いヘ

ッドホン一体型マイクも検討中です。これならシンプルにどなたでも録音できそうです。最良の方

法が定着しましたら、何らかの形で研修会を持ちたいと考えています。もうしばらくお待ちくださ

い。但し、月刊誌は当分これまで通りテープをマザーとします。 

まだまだ発展途上のデイジー班ですが、今後も温かく見守って下さい。      直田 花子  

 

 

 

 

 

点字班の活動について 

 

 点字班の活動に参加して、点字がリスナーの方たちとのコミュニケーションに欠かせないものだという事

を再認識しています。それだけに正しくきれいな点字がいかに大切であるかという事も・・・・。 

 点字班の例会では、学校講習の準備や子どもたちへのメッセージ集など、期日の限られた作業のない時期

は、折り紙メッセージの作成や各テープやＣＤの墨字つきラベルの作成など、それぞれのできる作業を行い

ながら、スキルアップの為の勉強の時間もとるようにしていますが、点字班の例会以外ではなかなか点字に

接する時間がないメンバーがほとんどで、点字技術に個人差があるのは仕方がない事実です。 

 でも、グループを越えて活動している点字班のメンバーの、自分たちの出来る範囲で「声の図書」の点字

関係の仕事の一端を担いたいという真摯な気持ちは一つだと思っています。 

 点字班の例会は毎月第３火曜日、活動時間は 10：00～15：00 までですが、どの時間帯でも自由に参加

可能です。見学も大歓迎ですので、ご興味のある方はぜひご参加ください。  石田むつみ 

 点字班 



  単行図書検討会 

 

「みなと３０号」では２１年度の新刊登録数や貸し出し本数などをお知らせいたしました。今回は、昨年度

の「貸し出しベスト１０」を出してみました。ご参照下さい。 

また、リスナーの方から貸し出し希望のお電話があった場合の受付用紙を作りました。電話の横に置いてお

きますので、電話を受けてくださった方はこの用紙に記入後、「ことばの花束」のメールボックスへ入れてい

ただきますようお願い致します。 

また、録音して下さる方を募ったところ、早速お二人の方が快く手を挙げてくださいました。ありがとうご

ざいました。これから色々と皆様にご協力をお願いするかと思いますが、よろしくお願い致します。 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

順位      書 名   著 者  制作日 貸出回数 

 1 銀の道一条（上） 玉岡 かおる    09.2/26    14 

  2 カシオペアの丘で（デイジーのみ） 重松 清     09.8/3    13 

  3 銀の道一条（下） 玉岡 かおる     09.8/3    12 

  4 ちっちやなかみさん 平岩 弓枝    09.8/27    11 

  5 利休にたずねよ 山本 兼一    09.6/18    10 

  6 懐郷 熊谷 達也    09.3/19     8 

  6 ぼけていく母と笑って生きる 川口 あい    09.4/23     8 

  6 納棺夫日記 青木 新門    09.5/14     8 

  9 ああ腹立つ 阿川 佐和子他    06.5/18     7 

 10 落語と私 桂 米朝    09.6/25     6 

 10 風に舞い上がるビニールシート 森 絵都   06.10/12     6 

 10 風の旅 星野 富弘    06.9/18     6 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ２０１０  ２０１１ 

１月 はあもにい 神戸ＹＷＣＡ 

２月 神戸ＹＷＣＡ こすもす 

３月 こすもす あかりの会 

４月 あかりの会 ともしび 

５月 ともしび ことばの花束 

６月 ことばの花束 はあもにい 

７月 はあもにい 神戸ＹＷＣＡ 

８月 神戸ＹＷＣＡ こすもす 

９月 こすもす あかりの会 

１０月 あかりの会 ともしび 

１１月 ともしび ことばの花束 

１２月 ことばの花束 はあもにい 

花時計 

４月号  「あかりの会」 

Ａ面：健康講座 花粉症の話 

   灰谷健次郎「子供詩集」 

   単行本のご案内 

Ｂ面：季節と暮らす 日本気象協会編集 

   ＮＨＫ ハート展から 

   リスナーお便り 

   デイジー単行図書貸し出し案内 

５月号 「ともしび」 

Ａ面 

竹中大工道具館を訪ねて 

   テープ、デイジー単行図書案内 

Ｂ面 

   小川三夫著「木のこころ，木のいのち」 

   「桜守の桜」 

   海野 弘著 「江戸妖かし草子」 

６月号 「ことばの花束」 

１) 面白い楽器紹介 

２) 健康にまつわる、お茶と免疫の話 

３) 工藤直子の童話より 

４) 大和路花紀行、矢田寺あじさい 

５) おひるね歳時記 梅雨題材俳句 

６) 新しい単行図書 

７) お知らせ 

花時計担当表 

７月号 「はあもにい」 

○わくわくドキドキどんな人に会えるかな 

三宮インフォメーションセンター潮崎孝代さん 

○ぶらり歩いてみました(三宮～元町辺り) 

○朗読 

○大阪万博から４０年 

○「ていねいなおかず」より 

○新しい単行本テープ、 

○プレストークによるＣＤの聴き方講習会

松本民雄さん５月号 花時計 

全て楽しく聴かせていただきました。 

たった一つ、残念なことは「お便り紹

介コーナー」が無かったことです。お

便り出されるリスナーが少なかったの

でしょか？ 



リスナーお便りコーナー 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松本 民雄さん 

花時計２月号に「中国名曲集」より２曲、３月号に「中国名曲集」より３曲、収録させていただきました。 

花時計３月号（こすもす） 

「ヘルマンハープ」という珍しいハープの音とインタビューを聞かせていただきました。数年前（アミティ

丹後多目的ホール）でグランドハープコンサートを聞いたことがあります。ヘルマンハープのコンサートが、

網野町で行われた時は、ぜひ、聞かせていただきたいと思います。その時、現物も触らせていただければ、

幸いです。 

畠田 武彦さん 

「声のアルバム」１月号、聴き終えました。 

漢点字の話が出ていましたが、６点漢字というのもあるの

です。 

創案者は、東京の長谷川さだおさんです。 

２～４月号、もっと早く聴きますので、お送りください。 

私も４月６日で８１歳になりました。 

平本 信義さん 

「声のアルバム」を聞かせていただいております。 

テープからデイジーに編集された雑誌ですが、①と②のタイトルの声が濁って聴きとりにくい録音になっ

ています。テープの段階で音が濁っていたと思いますが、お訊ねします。私の所に今年４月から３つの録

音奉仕団体から全てデイジーで届いています。貴グループの発展を期待しています。 

「旅」春号は私の県の東部福山市鞆の浦の取材嬉しく聞きました。 

宮城道雄さんが鞆の浦の波の音を聞いて「春の海」を作曲したといわれています。 

「やまなみ」３月号を聞きながら、鉄道唱歌に昔の蒸気機関車で列車が走っていた頃、トンネルで白いワ

イシャツが真っ黒になった頃を懐かしく思い出しました。 

海老名さんは、鉄道がかなり詳しいようです。鉄道ニュース、お知らせを。 

広瀬 朝子さん 

何時も楽しく聴かせていただいて本当にあ

りがとうございます。気分が救われます 

金沢 正治さん 

今月８タイトルのアルバム聴かせていただきました。ありがとうございました。村上春樹著「１Ｑ８４」

デイジーでお願いします。浅田次郎著「見知らぬ妻へ」以前テープで聞き、感動するいい著書でした。 

島貫 信子さん 

あじさい３月号ありがとうさんでした。 

目が全く見えなくなりました。 


