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特別赤十字奉仕団・防災ボランティア研修会 2018
平成 30 年 3 月 10 日(土) 14 時～17 時

於 日赤兵庫県支部 7 階大会議室

平成 29 年度最後の研修会として、
「特別赤十字奉仕団・防災ボランティア研修会」が
防災に対する意識の高揚と、相互の理解と親睦を深めることを目的に開催されました。
兵庫県支部

藤原事務局長のご挨拶に続き、無線奉仕団・写真奉仕団の活動紹介があり、

軽食と休憩を挟み、研修会として姫路赤十字病院の津田香都 氏から「赤十字国際活動に
ついて」の講演がありました。普段目にすることのできない現地の状況や貴重な経験談
（心のケア等）を、写真も交えながら 1 時間に亘りお話いただきました。その後皆様と
記念撮影を行い、最後に逢坂事業部長のご挨拶で閉会となりました。
特別赤十字奉仕団・防災ボランティアの交流会は今回で 3 回目となります。大変貴重な
講演や「兵庫の赤十字この一年 平成 28 年」の DVD、他の奉仕団員との交流など企画し
て下さった支部の方々のご尽力に感謝申し上げます。有難うございました。（八木はるみ）
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2017 年度 特別赤十字奉仕団の研修会と青少年プログラム活動協力等
2017 年
5/21

神戸まつり パレード (三ノ宮フラワーロード)

7/9

赤十字防災ボランティア実践研修会 災害救護支援センター (三木市)

7/29

赤十字炊き出し実践研修会 （支部 7 階会議室、駐車場）

8/26～28

赤十字ボランティア・リーダーシップ研修会 (東京)

10/15

赤十字防災ボランティア総合訓練 （支部 7 階会議室、1 階駐車場）

12/2

赤十字ボランティア・リーダーシップ研修会 （支部 7 階会議室）

12/2・3・9・16 「NHK 海外たすけあい」街頭募金活動 （ＪＲ芦屋・神戸・三ノ宮・姫路各駅）
（学校講習）
10/5

明石市立花園小学校 点字・ガイドヘルプ

11/24

神戸市立福住小学校 点字

11/28

明石市立王子小学校 点字・ガイドヘルプ

2018 年
2/3

第 2 回赤十字防災ボランティア実践研修会

（支部７階会議室）

2/12

赤十字ボランティア基礎(反復）研修会 （支部 7 階講習室）

3/10

特別赤十字奉仕団員・防災ボランティア研修会 （支部 7 階会議室）

2018 年度 特別赤十字奉仕団対象の研修会について

(予定)

1. 赤十字ボランティア基礎（反復）研修会
（1） 研修日時：2019 年 2 月 9 日(土) 10：00～12：00 (予定)
（2） 研修場所：兵庫県支部 7 階大会議室又は講習室

(予定)

（3） 対象者：入団 5 年目まで及び研修を希望する特別赤十字奉仕団員
（4） 研修内容：①赤十字の理念・基本原則
②奉仕団活動に対する基礎知識
③赤十字の災害救護活動
2. 赤十字ボランティア・リーダーシップ研修会
（1）

研修日時：2018 年 12 月 2 日(日) 10：00～16：00

（2）

研修場所：兵庫県支部大会議室又は講習室

（3）

対象者：①入団 5 年以上
②ボランティア基礎研修会修了者
③奉仕団役員

（4） 研修内容：未定
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(予定)

「学校講習（提供プログラム）を振り返って」
日本赤十字社兵庫県支部 奉仕課 主事 重森彩花
日本赤十字社兵庫県支部では、赤十字事業の一つである青少年赤十字の加盟校に対し、
各学校のカリキュラムの中で学校教育をサポートするため、４つのプログラム（健康・安全、
福祉教育、防災教育、国際理解・平和）を提供しています。福祉教育プログラムでは、点字
講習、ガイドヘルプ、視覚障がい者の方の講話などのメニューがあり、毎年兵庫県声の図書
赤十字奉仕団の方々にご協力賜り、平成２９年度は３校で実施させていただきました。
団員の皆様と一緒に学校講習に伺うと、点字の講習では子どもたち一人ひとりに点字器を
配られた途端、「何これ！？」と興味深々。文字の読み方や打ち方を学んでいき、最後に
点字で打った講習の感想を団員の方に読んでもらったときの嬉しそうな顔！リスナーの
牧野まりえさんの講話では、実際に目の前で林檎の皮を包丁でむいている姿に「すごい！」
と、どよめきが沸き上がっていました。ガイドヘルプ体験では、障がい者役のお友達が壁な
どにぶつからないように気を付けて誘導してあげることで、安全に対する気配りや相手の
気持ちを考えることを学びました。
学校の学習指導要領のねらいでもある「生きる力（知識・技能、豊かな人間性、健康・
体力）」を育むためにも、本プログラムは有効であると考えています。
平成３０年度においても本提供プログラムを積極的に実施していくこととしています
ので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

牧野まりえさんの講話

ガイドヘルプ（明石市立花園小学校）

（明石市立王子小学校）

点字（明石市立花園小学校）
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2018 年度 兵庫県声の図書赤十字奉仕団
年次総会ご案内
日時 2018 年 4 月 14 日(土) 10：00～11：30
会場 日本赤十字社兵庫県支部 ７階大会議室
＊ 総会終了後、懇親会の予定
2017 年度の活動を振り返り、新しい年度の活動の展望を皆様と考える大切な機会です。
ご出席よろしくお願いいたします。懇親会では軽食の用意があります。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
作業グループ活動報告～デイジー班・点字班・見直す会・単行図書検討会（6 月・12 月）～

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
デイジー班
初めてＣＤ「日赤声のアルバム 2008 年 2 月号」を発行してから、あっという間に
10 年を越えてしまいました。
始めの頃は何もかもがヨチヨチ状態でしたが、今では 3 つのチーム (マザー、発送、
受入) が小さなミスや時に大きなトラブルに遭遇しながらも、それぞれ緻密な作業を
こなし、連携も良く、無事毎月 CD を発送できています。又、機材についても新旧機材
の交代も増え、団員の使用に滞りなく対応しています。
これまでデイジー班からは、「声のアルバム」をトラブルなくスムーズに発送できる
ように、また質の良い CD 作りを目指して、色々細かな事までお願いしてきましたが、
各グループ・団員の皆様の努力と協力の結果、音質や音量等、各図書の完成度も格段に
良くなっています。感謝いたします。
これからもどうぞ細心の注意を払って、各図書を作成・提出して下さるようお願い
します。
以上、新年度へ向けての H.29 年度のまとめ等、感想を書いてみました。

デイジー班・マザーチーム
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直田 花子（青年）

点字班
毎月第 2 火曜例会日、私にとっての初日、当然何の知識もないお邪魔虫に諸先輩は親切
にいろいろ教えてくださいました。
まるで暗号のような点字 1 覧表もらって、1 字ずつ探しながら初めて点字版と点筆を持って、
マスアケをしてチャレンジ！ Deview で～す。
わずか 6 点の組み合わせで構成されており、五十音、数字、アルファベット、記号、符号を
表現することが出来るなんて、じつに合理的に作られていることに感動し、慣れれば面白い
かも知れないとは思ったけれど、1 点を書き間違うと全く異なる表現になってしまうことに恐れは
感じます。
まず白い紙、小さいマス、見えない、どこまで書いたのか、自分との戦いでした。
パソコン点字を教わり、ローマ字入力で編集ソフトが点字に変換、これはいいな～が実感、
そのうち使えるようになりたいと思ってます。
でもカードやシールはやはり点字版です。 頑張れ！ ファイト！
小学校の点字講習では 4 年生なのに、45 分授業で説明聞いて、点字版持って自分の
名前を書き、感想も点字で書くのです。私は高齢者なりの努力が必要です。
街で点字を目にすると読んで見ようとトライ、時間がかかりすぎて気分大丈夫ですかと
声をかけられる始末。焦らずにボチボチ、年は重ねるばかりですが・・・。
福井 恵子 (あかりの会)

朗読・音訳を見直す会
音訳を見直す会に参加して
例会のほかに校正勉強会や４回の朗読勉強会にオブザーバーとして参加させていた
だき、団員のみなさまの熱心な姿勢と講師の先生のご指導に聞き入りました。
画期的な４人のリスナーの方々との意見交換会は、好意的な感触で、読み手の理解
度や楽しく取り組めているか否かは聴き手に伝わるとの事。また、メールでの感想・要望・
意見の受付のご希望が寄せられ、対応方法の問題もありますが実現できれば大きな
前進だと思います。意見交換会は貴重な体験でした。
最後に、例会では美しい言葉遣いの方が多く、関西弁丸出しの私は反省しきりです。
遅かりし・・・。
有意義な１年間をありがとうございました。
久保 麗子 （あかりの会）
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声奉グループ ・ 団員だより

～声奉の声～

「こすもす」

こすもすグループって・・・真面目で誠実、善意の
人 の 集り な ん で す ！ そし て 、と て も 愉快 で楽し い
雰囲気いっぱい！！創立 20 周年を経過し、さらに
一丸パワーアップをめざしま～す＼(-o-)／

実は、私って・・・案外アバウト、鈍感力ある派

実は、私って・・・ふるさとは鹿児島。

六甲シティーマラソン 10ｋｍ 63 分 42 秒、

いまだにアクセントに悪戦苦闘中！

2021 年ワールドマスターズを目ざしているっ

大河ドラマ「せご（西郷）どん」の

てホント？現在、献血回数 40 回、タイムリミット

俳優陣 ‟キバイヤンセ”（頑張って

までに 50 回いけるかしら？

ください）！！
生野 幸子 （2002 年入団）

本村 和代 （2002 年入団）

気力・体力ともに充実！まだまだいけますよ～

‘せごどん’のように頼もしい！

本村代表＼(-o-)／

10 年以上のこすもす会計さんです(._.)

実は、私って・・・気が小さいのです。

実は、私って・・・詐欺師かも。みんな

見かけは厚かましいのですが、

善意の誤解をしてますよ。騙されちゃ

心の中は いつも小鳩のように

ダメ。でも心優しきこすもすの皆さん

ふるえています。やさしくお声かけ

は、わかってて騙されたふりをして

くだされば嬉しいです。

くれているのかもですね。涙。

池内 早苗 (2002 年入団)

宮垣 初海 (2013 年入団)

趣味：旅行、歴史探訪

趣味：読書、歌舞伎

言の葉センス切れ味抜群 !(^^)!

こすもすの知恵袋！(^.^)
歩く辞書です！

こすもすのビタミン剤！

実は、私って・・・変人（特に行動が！）です。子供の
元気いっぱいで、温かいお人柄！

まま時が経過してしまい、戸惑うことがよくあります。

これからも( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ

でもその分、純粋なんです。
坂田 ひとみ（2017 年入団）
動物 (人間も！) 好き
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花時計プログラム

(こすもす)

花時計 12 月号 (ともしび)

花時計１月号

1 番 交流会報告
2 番 アコーディオンとの出会い
3 番 上を向いて歩こう

1 番 鳩居堂の歳時記
2 番 朗読劇「貧乏神と福の神」
3 番 佐藤愛子「それでもこの世は悪くなかった」

4 番 本からもらった元気言葉
5 番 雪化粧、野沢菜漬けて冬支度

4番
5番
6番
7番

プロ野球心に沁みる名言
吉沢久子「ふつうで素敵な暮らし方」
益田ミリ「ちょっとそこまで一人旅」

おたよりコーナー

・交流会の報告、様子を思い出しながら
聴きました。

「ちょっとそこまで一人旅」 新春の京都の

・「アコーディオンとの出会い」、音色も

話ですが、寒い中風情があり、はんなりし

良く、インタビューもよかったですし、
楽しかったですよ。

花時計 2 月号
1番
2番
3番
4番

詩吟

た落ち着きのある所だなと、聴いていて

(中原真理子)

思いました。

(あかりの会)

花時計 3 月号

寒梅

脳卒中で寝たきりにならないために

天使の杖と共に
食の東西の違い

5 番 日本と世界の面白ことわざ
6 番 なぞの音と音のなぞ
7 番 隠岐 後鳥羽院縁の地を訪ねて
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(中原真理子)

(神戸 YWCA)

1番
2番
3番
4番

シンガポール旅行記
京都ものがたりの道 (連載)
江戸時代へタイムスリップ
使ってみたい美しい日本語

5番

リスナーさんからのお便り

