
1 

 

朗Ｖ連ニュース 

     

    Ｎｏ.1２３  

 

平成２６年度 第２８回 朗Ｖ連代表者会開催   

 

５月２１日(水)午前１０時半から神戸ライトセンター２Ｆ多目的室（中山記念会館内）において 第２８

回朗Ｖ連代表者会を開催しました。参加は 23グループ、委任状７グループ。 

福島悦子代表幹事の挨拶に始まり、ご多忙中ご出席頂いた公益財団法人中山視覚障害者福祉財

団専務理事 中山 沙織氏 、常務理事 湯川 洵 氏からお言葉をいただきました。中山氏からは中

山財団が昨年１２月 障がい者の社会参加促進に尽力したとして兵庫県の推薦を受け、厚生大臣表

彰を受賞し、天皇陛下のご拝謁を賜ることができたとのご報告がありました。また、湯川氏からはいつ

ものように温かいまなざしで私たちボランティアに対する深いご理解と励ましの言葉をいただき、心強

さを感じました。 

議事に入り、議長に明石市「明朗会」の橋本美智恵氏、書記にはたつの市「せせらぎ」の國重眞由

美氏を選出して、平成２５年度事業報告、決算及び監査報告、続いて平成２６年度役員の選出、事業

計画案、予算案の審議が行なわれ、承認されました。本年は、規約の一部改正が福島代表から提案

され審議の結果承認されました。 

続いて新役員について承認され、新代表幹事には高砂市朗読ボランティアグループ「むつみ会」の

福永美智子氏が決まり、平成２６年度の新幹事８名の紹介がありました。皆様のご協力のもとスムーズ

に議事が進行し、無事終えることができました。平成２６年度は３０グループが協力して、より良い朗読

を目指して活動いたします。 
  

 

 

♡♡♡  退任幹事 挨拶  ♡♡♡ 

 

福島悦子 (平成２５年度代表幹事) 太子町 朗読グループ 言の葉  
 

会員の皆様はじめ、ともに歩んで来た幹事の皆様にご理解とご協力をいただきながら、何とかこの大役を果

たすことが出来たように思います。また、中山財団様の深いご理解とご支援にも支えられました。ただただ 感

謝の気持ちでいっぱいです。  

交流会での事・・・交流会を終えての皆さんのお顔は印象的でした。喜んでいただけたんだと安堵いたしまし

た。嬉しかったです。未熟な私を成長させて下さり、多くの方との出会いや経験が人生の肥やしとなりました。

長いようで短かったこの 2年間 本当にお世話になりありがとうございました。「朗V連」の益々のご発展と新幹

事の方々のご活躍を心からお祈り申し上げ、退任のあいさつとさせていただきます。 

 

発行日 平成２６年 ６月５日 

発 行 兵庫県朗読ボランティア連絡会 

 神戸市中央区神若通 5丁目 3番 26号 

（中山記念会館内 神戸ライトセンター） 
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中根弘子（副代表）三木市 朗読ボランティア むれの会 
 

この二年間 よき仲間に恵まれ楽しく活動し、多くを学ばせていただきました。一年目は会計として、緊張 

感あふれる日々を、二年目は神戸ライトセンター係として、朗読とは違った分野で活動している方々とのふれ

あいを通し、世界が大きく広がった気がします。この貴重な経験を今後の活動に生かしていけたらと願ってい

ます。ご協力くださった皆様 本当にありがとうございました。 

 

本郷のぞみ(書記)神戸市 山朗研 
 

朗 V連での二年間、皆様に助けられ、支えられて無事に退任 

の日を迎えることができ、心から感謝致します。２年目は NHK一日 

朗読講座を担当し、今までの NHK とのいきさつなどを知り、これか 

らの講座の在り方など考える機会が与えられました。NHK と良い 

関係を保ち、良い学習機会を持つことができ、私たちの朗読技術 

のレベルアップに用いられるようにと願っています。 

皆様の色々のご協力 本当にありがとうございました。 

朗 V連のさらなる発展を祈っています。 

 

松本喜代子（ポシェット）朗読ボランティア かけはし 
 

ポシェット投稿のご協力に感謝申し上げます。朗 V 連幹事の皆様のお力添えをいただきながら、 

2 年間、活気のある生活が送れました。絆と人脈はビジネスの中だけでなく、朗 V 連の中でもすばら

しい働きをしていることが分りました。 県下各朗読グループの活動に魅了され、活きいきとボラン

ティアをする皆様との素敵な出会い・思い出。 その方々から色々な情報を頂き教えて頂きました。 

お蔭様で、丹波市も DAISY が稼動しかけました。 

 

♡♡♡  平成２６年度新幹事 ８名で頑張ります  ♡♡♡ 
 

福永美智子（代表幹事）朗読ボランティアグループ むつみ会 
 

   この度は、思いもよらぬ代表幹事という大役を受けることになりました。一年目は神戸に来ることだけで精

一杯な感がありましたが、初めて朗 V 連の歩みを知り、活動拠点となった神戸ライトセンター（KLC)の一員と

しての役割の大きさを学び、今改めて身を引き締めてかからねばと思っています。県内各地で活動されてい

るグループの皆様のご協力を頂き、今年度幹事力を合わせて取り組んで参りたいと思います。どうぞ宜しく

お願い申し上げます。 

又、年間を通していろいろな行事があります。ぜひ、ご参加くださいますよう重ねてお願い申しあげます。 

 

京 泉（副代表）笹山市 朗読ボランティア  松ぼっくり 
 

2年目幹事さん達のパワフルな活動に触れながらのあっという間の１年でした。 

今年はＫＬＣの活動に加わります。頼もしい幹事さんたちと共に頑張ります。 
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角野雅子（書記）神戸市 朗読グループ 虹  
 

皆様のご協力のおかげで会計の責務を無事に果たすことができ、ほっとしております。どうもありがとうござ

いました。幹事２年目となり、ようやく、長年に渡り先輩諸姉が築いてこられた朗Ｖ連の伝統の重みを認識し

つつあります。それをまた将来につなげていけるよう、今年度は書記として微力を尽くしたいと存じます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

余川深雪（ポシェット）洲本市 グループ 潮騒 
 

昨年四月に朗 V連幹事会に足を踏み入れ、あっという間に一年の月日が流れてしまいました。そして今、 

新幹事八人でバトンを受け継ごうとしています。私は昨年に引き続きポシェットを担当させていただきますが、

さて、これから どのように取り組んでいけばいいのかと 戸惑っているところです。しかし、おろおろしてばか

りもいられません。八人がしっかり手を取り合って、また、新しい一歩を踏み出していきたいと思っています。 

 これからも ポシェットへの投稿にご協力よろしくお願いいたします。 

 

丹羽雄子（会計）加古川市 グループ 千草 

 

何にでもチャレンジ！ やってみよう・・・ そんな日頃の延長線上で朗 V連幹事もお受けしました。何もわ 

からない私でいい？ 努力はします。 新しい出会いにわくわくしながら学習します。よろしくお願いします。 

 

内藤美保（ポシェット）三田市 音訳ボランティア ともしび  

    

朗 V連の代表者会に出席した時に、退任される幹事のみなさんが「大変でしたが、とても楽しい二年間で

した。」と挨拶されていたのを覚えています。私も二年後、同じ挨拶が出来るように努めて参ります。ポシェット

の担当として、出来るだけたくさんのグループさんの情報を発信していきたいと思います。 

これから二年間よろしくお願いします。 
 

森本八千代（発送）神戸市 朗読の会 草笛 
 

草笛発足 25周年の行事を終え、ほっとしたところ 朗 V連の 

幹事をお受けすることになりました。素晴らしい出会いがありますよう、 

又 2年間無事にお役目を果たせますよう 頑張りたいと思います。 

皆様 どうぞ ご指導 ご協力 よろしくお願いいたします。 

                                                

西 保子（発送）赤穂市 朗読ボランティアグループ 来夢 
 

  年齢も顧みず、西の端 赤穂から出させていただいた西です。朗読活動もまだまだ未熟ですが、又、新し 

い経験があるかと思ったりしています。みなさんの協力を得て、足を引っ張らないようにしたいと願っていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

お詫び ５月２１日の代表者会議でお配りした資料「地元での普段の活動について」に記載もれがあ

りました。１、読み聞かせ ２、対面朗読、 ８、施設訪問 の３項目に「わっしょいわっしょい」

さんを付け加えてくださいますようお願いいたします。 申し訳ございませんでした。 
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昼食懇談会 
 

代表者会のあと、昼食をしながらの懇談会が行われました。本年度もブロックごとではなく、

一人ずつくじを引き、バラ・水仙・チューリップ・さくら・ひまわりの５つの花組みに分かれ

いつもと違う顔合わせで机をかこみました。終始和やかな中での話し合い（お喋り？）の内容を

ご紹介します。 
 

１．各グループのデイジー化の進み具合 

・ CD一本化のグループが増加しているものの、利用者さんの希望もあり CD とテープの二本立て、 

まだ勉強中というグループもありました。 

  2．会員・利用者さんの増加に向けての工夫 

   ・ 加西市 広報紙で募集 → 会員１１人増加 

・ 一年ごとに朗読講座を開く → 会員増につながる 

・ 社協だより、議会だより、広報誌などで利用者さんの募集 → 増加  

  3．利用者さんとの交流会について 

  ・ 社協さん主催で行っている 

  ・ 淡路島では青い鳥学級（社協さんが主導）で年６回の行事（昨年の行事 音楽講座、うどん打ち、

玉ねぎ染め、ブドウ狩り、お香づくり、パン作り、健康講座、朗読で楽しもう）にボランティアもお

手伝いで参加 

 ４. 朗読について 

  ・ 広報などの読み方（できるだけ速く）と小説の読み方（丁寧に）は違う 

 

ミニコンサート 高尾美智子さんのピアノと歌 
 

  ピアニストの高尾さんの澄んだ声が会場に響き渡ると、皆さんはうっとり。高尾さんのピアノと声にあわせ

て「こいのぼり」、「鯉のぼり」、「背くらべ」と５月に因んだ唱歌を歌いました。「いらかの波と雲の波…」で始ま

る「鯉のぼり」では手拍子とともに軽快なリズムが流れ会場は一つに…。そして、最後に高尾さんが阪神淡

路大震災後（中三の時）に作曲し、そのメロディーを聞いた 

盲学校の先生 絵野雅子さんが作詞した曲『勇気』が歌わ 

れました。そのメロディー、歌詞に心を打たれ涙ぐんだ方も 

おられました。         

         この『勇気』の CDは  

1） フルバージョン（二人の歌と演奏） 

   2） ソロバージョン（高尾さんの歌とピアノ） 

   3） 演奏バージョン（演奏のみ）  
          

         ソフトケース入   ２００円 

         ハードケース入  ３００円  で販売 

     お問い合わせ先 神戸アイライト協会 

      電  話      078－221－6019 

                                        

 

 

                                      

 

 

 

 

 

こんな話し合い

をしました！ 

 

勇 気  作詞; 絵野雅子 

           作曲; 高尾美智子 

港に船が戻るよ 波が歌ってるよ 

山の緑が萌えるよ 花が笑っているよ 

そして 町並みが 再びよみがえる 

悲しい傷あとは ここにも残るけど 

遠く 離れてた 友達が帰るよ 

明るい 呼び声が 市場をにぎわすよ 

空き地の片隅に 今も残されている 

しおれた花束と 小さな お人形 

やがて ビルが建ち ひび割れを埋めても 

わたしは 忘れない あなたがいたこと 

＊この街は元気です 潮風よ伝えて 

街に勇気をくれた すべての人たちに 

やがて 街の灯が きらめきこぼれるよ 

わたしの 心にも ともすよ 勇気を＊ 

＊くりかえす＊    ともすよ 勇気を 
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講演   「電子書籍とデイジー図書」 

講師  熊澤 明 氏    神戸アイライト協会「ITハンドファーム」通所者 

 

講師プロフィール 

神戸市立盲学校高等部普通科卒業後、つくば技術大学 

情報処理学科情報工学を専攻 

現在 神戸アイライト協会「IT ハンドファーム」に 

通所し、ホームページの作成を担当 

視覚障がい者向けのソフトを開発し、パソコン講習会で 

講師を務める 

 

 

冒頭、「日頃から電子書籍とデイジー図書を利用している。それぞれに良さはあるが、最近、改め

てデイジー図書の素晴らしさを実感している。今回デイジー図書の話を聞いていただいて、皆さん

にもデイジー図書の良さを知っていただきたい。視覚障がい者の方にもデイジー図書を利用してい

ただいて、『良い時代になった』事を実感していただきたい。そのために、自ら学習してパソコンや

スマートホンなどが操作出来るようになってほしい。その勉強のお手伝いをしたい。そして、視覚

障がいの方の独立独歩のためのヒントを伝えていきたい。」という内容のお話がありました。 

その後、パソコンからアクセスしたデイジー図書の紹介のほか、iPhone に取り込んだ電子書籍の

実例も交えて説明をしていただきました。 

 

デイジー図書： 

〇ネット上にあるサピエ図書館から簡単な操作でダウンロード可能 

約 5 万タイトル以上の書籍がある 

〇耳で観る映画「シネマデイジー」もダウンロード可能(2013 年末から) 

〇ダウンロードしたタイトルは、スマートホンに入力もできる 

いつでもどこでも聞くことが出来るようになる 

〇ダウンロード費用は無料 

電子書籍： 

〇インターネットショッピングで購入可能 

〇声優が朗読しているものもあり、アニメを見ているように楽しめるが、値段が高い。 

〇デジタル音声のものは、イントネーションが不自然で聞き辛い。 

 

最後に「今後ますます進化していくデイジー図書が楽しみ。この楽しみを心持ちにすることが大

切だと思う。このことをアイライトで働く中で、より多くの視覚障がい者の方に広めていきたいと

考えている。」と締めくくられました。 

今冬、パソコン応用研修会を、中山記念会館で開催します。My Book（デジタル書籍を簡単な操

作で楽しめるソフト）を用いて、サピエ図書館の「シネマデイジー」が体験できます。ぜひ御参加

ください。 
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                平成２６年度 朗 V連代表者会に参加して 
潮騒 土井千恵子       

 

  

総会は代表幹事さんの挨拶に続き、専務理事の中山沙織さん、常務理事の湯川さ

んお二人からの来賓のご挨拶をいただいた後 スムーズに終了。その後の昼食懇談

会は籤引きにより５つのグループに分かれて行われました。各グループの抱えてい

る悩みや喜びなどが話題に上りましたが、行きつくところはデイジー移行の話です。

どのグループの方もより良いデイジー図書づくりについて熱く語られ、リスナーの

方たちに良いものを届けたいという思いがひしひしと伝わってきました。多くのグ

ループがデイジーに移行していることを知り、我がグループもがんばらねばという

強い思いを胸に帰路に着きました。幹事の皆様本当にありがとうございました。 

 

【朗Ｖ連代表者会・講演会のアンケートより】 

★ 感 想 

* グループ紹介 
  今回は各グループの紹介があり、活動内容もよくわかりよかったです。 

 

* 昼食時の懇談会 
・むつみ会では数年前に２～３人でデイジーの勉強を一からはじめ、そして、会の有志

がもちかけ勉強会を重ね、今では、お届けするのも完全CD化となりました。デイジー化

のお悩みを持つグループが多いので、そういった知識の交換、交流が持てるとよいの

ではないでしょうか。たとえば他のグループを見学に来られるとか。 

・他のグループの悩みや活動状況など普段聞けないお話が多く有意義でした。 

* ミニコンサート 

・高尾さんの「勇気」に感動しました。CDないのかなぁ。良かったです。 

・高尾さんの澄んだ歌声に心洗われました。 

*  熊澤 明さんの講演 

  ・iPhone でデイジーが聞けることにビックリ。時代は進んでいるのですね。タッチパネルの

タッチの速さにまたビックリしました。 

・熊澤さんのお話 実際に見せて頂きながらでよくわかり、お話もとても上手でした。  

★ 朗 V連へのご意見・ご要望 

・懇談会での話し合いの時間が少なかった。 

・新会員を得る方法を知りたかった。 

・プレクストークに関心があるようです。要望があれば朗 V 連からの講師派遣システムが必

要と思われます。 
貴重なご感想、ご意見ありがとうございました。 

また、幹事に対してねぎらいのお言葉も頂き、ありがとうございました。 
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☆☆☆ＮＨＫ巡回朗読セミナーのご案内☆☆☆ 
 

今年も恒例の秋の巡回朗読セミナーが開催されます。この機会にぜひお申し込みください。 
 

 

◎神戸会場 （下記の２日間からお選びいただけます） 

平成２６年１０月６日（月）9：30～16：30 

コース  A コース（基本）・Ｃコース（上級）  

場 所  兵庫県民会館 部屋は未定（電話 ０７８－３２１－２１３１） 

        最寄り駅 地下鉄県庁前駅 東側 2 番出口 

平成２６年１０月７日（火）9：30～16：30 

コース  Ｂコース（中級）・Ｃコース（上級） 

場所   兵庫県民会館（同上） 
 

◎姫路会場 

平成２６年１０月８日（水）9：30～16：30 

コース  Ｂコース（中級）・Ｃコース（上級） 

場 所  イーグレ姫路 ４階  セミナー室Ｃ・Ｄ  

（電話 ０７９－２８７－０８００） 

        最寄り駅  JR 姫路駅から姫路城（北）へ歩いて 600ｍ 

 

☆ 受講料：各会場とも、Ａコース、Ｂコースは 7200 円、Ｃコースは 8200 円です。 

☆ 申込方法： 同封の申込書にグループでまとめて記入し、７月７日（月）必着で郵送にて 

お申込みください。（ＦＡＸでの受け付けはできませんのでご了承ください） 

 

申込み・問合せ先   

     〒６５８‐００４７ 

     神戸市東灘区御影３－２７－７－６０２ 

       角野 雅子  電話  ０７８－８４６－６７３３ 

 

＊ 各コースとも希望者数によってはご希望にそえない場合があります。 

＊ 申込後キャンセルされる場合は、必ず担当の角野までご連絡願います。 

＊ 以前に NHK の講座を受講された方には、別途案内が届くことがありますが、 

できるだけ朗 V 連を通して上記の講座にお申込み下さい。 

＊ 講師の先生によっては、受講中の録音を許可される場合がありますので、 

録音機器を持って行かれることをお勧めします。（当日先生にご確認ください） 

＊ 各会場への地図は次号でお知らせします。 
 

 

 

第２７回 朗Ｖ連交流会 

           開催日 平成２６年 11月１７日（月） 

            場 所 兵庫県民会館 けんみんホール  

                 詳細は、次号のポシェットで！ 
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               ポシェットがインターネットで見られます！  
 

ポシェットが神戸ライトセンターのホームページに掲載されています。 

カラーで掲載されていてとても読みやすいですよ！ 

神戸ライトセンターのホームページ（http://www.klc.jpn.org）を開き、所属団体の項目から 

「兵庫県朗読ボランティア連絡会」をクリックしてご覧ください。 

 

★ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

朗Ｖ連へのお問合せ、ご意見ご要望がございましたら下記担当幹事までお知らせください。 

 

ブロック 地     区 氏       名 

A 東部・北部地区 京    泉     (朗読 V. 松ぼっくり) 

B 神戸・明石地区 角 野 雅 子   (朗読 G.虹) 

C 淡 路  地 区 余 川 深 雪   (グループ 潮騒） 

D 東 播  地 区 福 永 美智子  (朗読 V.G.むつみ会) 

E 西 播  地 区 西    保 子  (朗読 V.G.来夢) 

 

『ポシェット』では各グループの活動などを紹介しています。どうぞ原稿をお寄せ下さい。 

その他、耳寄りな情報やご意見、ご希望なんでも結構です！ 

 

＊代表者会でお話のあったむつみ会さんのダビング機の譲渡は神戸の花いかださんに決まりました。 

編集後記：☆ ポシェットが私たち新メンバーの力で何とか完成しました。これからも読みやすいポシ

ェットめざし力を尽くしていきたいと思っています。 朗 V 連と皆さんのパイプ役を担っ

ているポシェットです。これからも情報の提供、ご指導をよろしくお願いします。（よ） 

     ☆ 初めてのポシェットの発行でとても緊張しています。（よ）さんに迷惑をかけないよう

にしながら、少しずつ覚えていこうと思います。これからよろしくお願いします。（な） 

ポシェットの内容に関するご連絡、ご質問は、 

   携帯電話 ０８０－５７０３－８５４３（福永 美智子）までご連絡ください。 

お知らせ 

平成２６年度 第１回   神戸ライトサロン 

主催： 特定非営利活動法人 神戸アイライト協会 

後援： きんきビジョンサポート（KVS） 

                           日本網膜色素変性症協会（JRPS）兵庫県支部 

    平成２６年６月２８日（土） 中山記念会館内 神戸ライトセンター 

◎ 13時 30分～ ミニ講座 

  「２６年４月、年金はこんなことが変わりました」 

   講師： 辰巳 周平 氏 （社会保険労務士） 

◎ １５時１５分～ サロン （グループに分かれて交流会） 

     会場：   神戸ライトセンター2F        

     定員：   ３０名              お申し込みは 神戸アイライト協会 

     参加費： 無料                  電話 078－221－6019 

 


