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ご 挨 拶
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福井照久

皆様こんにちは。
今年もコロナに怯えながら、息苦しくなってしまいそうな日々が続く
中、残すところ２か月余りとなってしまいました。
前号ではお盆明けからいろいろな行事を再開すると強く宣言しまし
たが、ワクチン接種が２回終わった今も、変異種の猛威が続き厳しい
現状は続いており、どうも私の見通しが甘かったようで、多くの方に
ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。
皆様にご参加をいただけるような事業をいろいろ計画してみました
が、バカコロナのせいでその大半が、中止や延期の決断を余儀なくさ
れてしまいました。
しかし、必ず近い将来にはコロナは終息すると願いつつ、そんな日
がくることを待ち望んでおります。そして終息を待ち切れないように、
中山記念会館が、私たち視覚障害者の夢を乗せて新開地に、堂々オー
プンしました。
本会事業所部門も今月上旬に引っ越しを済ませて、１０月１４日
（木）から、３階の一室をお借りして、これまで以上に利用者に安全
なサービスをお届けできるように、職員やヘルパーへ強くお願いをし
ております。中山記念会館の概要などの詳しい情報はあとの記事でお
知らせしております。
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またその他の市視協の総合的な福祉活動や、用具の販売などは、こ
れまでどおり福祉センターの２階で、皆様のお越しをお待ちしており
ます。
一日も早く、総合福祉センターと中山会館、神戸と新開地の間をぶ
らぶらして、うまいものでも食べながら談笑できる日が来ればいいで
すよね。市視協も秋から冬への季節の中で、コロナの状況を睨みなが
ら、どんな行事ができるのかなどを計画してまいります。
代筆や代読の問題や交通バリアフリーなども引き続き、関係団体に
強く要望を続けてまいります。
これから日ごとに秋が深まり、私たちの六甲も色づき始めます。
コロナ終息の楽しい日に、思いっきりはじけられるように、この秋は
気力と体力を充電させる、そんなシーズンにしてほしいと思います。
そして無理にとは言いませんが、できればフレーフレー、タイガー
スと言っていただければ、六甲山の紅葉も例年より美しくなるのかな、
関西の底力でコロナを退散させてくれそうかなー、秋の夜長、そんな
勝手な、思いをひとり巡らせております。
最後に、これから空気が乾き朝夕の冷え込みも進みます。皆様くれ
ぐれもご自愛ください。

■中山記念会館を見学して
折野八千代
７月２７日(火)もと神戸市立心身障害福祉センターのあとに、地上
５階地下１階の会館が１０月半ばごろオープンします。
そこに入居する団体が説明を受け見学しました。
１階入口は上がるスロープで入ります。右端に盲導犬のトイレ設備。
その左側正面にインターホンパネル。部屋番号を押して会話します。
右どなりに墨字と点字の表示パネルとすぐ上にあるボタンを押すとパ
ネルの文字を音声で聞くことができます。
市視協は３０３号室です。
左側を向くとドアが解除され入ることができます。
右側の通路に入るとエレベーターホールがあり、２機で上がることが
できます。ちょうどインターホンのあるところの北になります。
エレベーターの北後ろには各階同じようにトイレが、男性用、多目的
用、女性用と北に並んでいます。
南北の通路を挟んで西北側に音響、スクリーン設備を備えたホールが
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７０人ぐらいの収容です。
中山記念会館事務所のカウンターはホールの南側になります。
その前にロビーがあり、喫茶用カウンターが西奥にありますが、詳し
くは決まっていません。
２階は神戸アイライト協会です。相談室やパソコン室と、いくつかの
パーテーションで仕切られています。
３階は南側に点訳ボランティアグループ連絡会、兵庫県朗読ボランテ
ィア連絡会、点字印刷室です。
廊下を挟んで市視協事業所、兵庫盲導犬協会、ひょうご盲ろう者支援
センター、夢ふうせんが北に向かって並んでいます。
真ん中の広場スペースはサテライトオフィス。ひょうご伴走歩協会ほ
かの方たちの会話や活動の場です。
４階は活動室。１００人用が北側、そのほか３０人用を含め５会場が
有料で利用できます。
また体調が悪くなったときに休めるヘルスケア室が南側にありました。
５階はトラスコ中山株式会社の会社になります。
階段をあがり、屋上にはソーラーシステムや２８時間停電しても大丈
夫のように、耐震、免震の防災設備になっています。
地下には１４台の駐車場があり、１階北側には６台の駐車場がありま
す。
建物はグレー色の鉄のパイプを組み、各バルコニーを一周囲むデザイ
ンです。
南向き角なのでひときわ目をひく会館と感じました。
１階のホールやロビーは白っぽい床材で、館内はほぼ透明ガラス張り
です。
以上私の見学レポートでした。
＊なお本事業所は、１０月１４日から中山記念会館で活動します。
新住所は下記のとおりです。
住 所
〒６５２－０８０２
神戸市兵庫区水木通２丁目 1 番９号
電 話
０７８－５７９－７１５１
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３０３号室
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市営地下鉄西神・山手線、北神線ホームドア設置工事について
福田正克
市視協が以前から要望していた市営地下鉄のホームドアについて、
西神・山手線、北神線の全ての駅に設置されることになりました。
令和６年３月ごろまでには完成する予定です。
現在設置工事を進めており、各駅の新神戸・谷上行、西神中央行の
ホームごとに運用を開始していきます。
ホームドア本体を据え付けてから運用開始するまでの間は、３、４
人の警備員が配置されます。
なお、不安に思う方は安全のため駅係員に申し出て、サポートを、
お願いしましょう。

■デジタル社会
岡崎明美
９月から国がデジタル庁をスタートさせました。
私たちを取り巻く環境もデジタル社会へと大きく変わろうとして
います。パソコンやスマートフォンを使うと情報のやり取りや買
い物が広がります。
市視協の中でもＩＴ機器を使いこなしている人もいますが、スマ
ホを購入したけど使いこなせない人もいます。
①携帯電話
ガラケーは使用できる期間が限られています。
例えば次のとおりです。(３Ｇ)の場合
・au
２０２２年３月に終了予定
・ソフトバンク
２０２４年 1 月に終了予定
・ドコモ
２０２６年３月に終了予定
上記の使用できる期間を踏まえて急いで購入せず、色々な団体が
主催する無料の講習会があれば参加したり、日本点字図書館・
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日視連・ライトハウスなど、根ほり葉ほり聞きまくってからでも
充分間に合いますよ。
②マイナンバーカードはもう申請しましたか。
このカードがあると、たとえばコンビニのマルチコピー機で住
民票の写しなどをとったり、本人確認の身分証明書にもなりま
す。
このようにこれから医療や金融など日常の色々なことに、この
カードが活用されるようになれば煩雑な手続きも不要になって、
大変便利になると思います。
詳しい内容については、点字・墨字・ＣＤが事務所に置いてあ
ります。ご入用の方はお申し出ください。
ただし、数に限りがあります。
＊マイナンバーに関するお問合せ ０１２０－９５－０１７８

本部・各部・各区の事業に関する報告と予定
新型コロナ感染症が拡大した場合と気象警報が発令された場合は
事業を中止、もしくは延期にします。
この会報の作成日は９/２４。発行日は１０/１５となっています
ので１０月の予定はすでに終了したものも含めて作成させていた
だきます。

本部の報告と予定
■報 告【令和３年 7 月 1 日～９月３０日】
＊６月２１日(月)から岡田職員が事務局として着任しました。
お盆明けから予定していた行事のほとんどが中止となりました。
・７月

９日(金)第４６回点字競技会 中止
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・８月２７日(金) 午前 利用者の声を聞く会中止
午後 会員研修会中止
・９月 ３日(金) 健全なあはき業を守る兵庫連絡会中止
・９月１０日(金) 各支部の敬老治療奉仕活動中止
・９月１７日(金) 令和３年度用具購買所 学習会 中止
夏のＵＤ映画祭、中山ワンダフルフェスタ中止
その他、他団体との連絡会や会議もオンラインでした。

■予 定【令和３年１０月 1 日～令和４年１月３１日】
・１０月 １日(金)第３回理事会 (於)総合福祉センター 会議室Ｂ
・１０月１３日(水)事業所が新中山記念会館へ引っ越し
・１０月１４日(木)事業所が新中山記念会館で業務開始
・１０月２２日(金)第２４回ジョギング＆ウォーキング大会
（於）王子スタジアム
皆様、秋空のもと、自分のペースで楽しんで歩いてみませんか、
気持ちいいですよ。

・１１月５日(金)に予定していた芸能大会。コロナの影響で予定して
いた会場が確保できなくなりました。
皆様に楽しんでいただける行事を考えたいと、会長のお言葉です。

・１１月１２日(金)日視連近ブロ第２回委員会
（於）京都府
・１１月１９日(金)午前 上半期監査会（於）総合福祉センター５研

令和４年
・ １月１４日(金)午後 予算委員会 各部日程調整会議
・ １月２１日(金)午前 支部長会
・ １月２３日(日)市身連 福祉大会
（於）ピフレホール
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各部の報告と予定
老人部
■報 告
７月１６日(金) 日帰り研修会 中止
８月２０日(金)福祉大会 中止

部長

今泉勝次

■予 定
１０月２９日(金) 古墳見学
令和４年
１月２８日(金) 日帰り研修(予定)
青年部
部長 佐々木文孝
■報 告
７月 ２日(金) 第３回 ヨガ教室
参加者 ３人
(於)総合福祉センター 体育室
７月１６日(金) ＩＴ研修会（アイフォン研修）
参加者８人
講師 足利先生 ほか５人
(於)総合福祉センター 会議室Ａ
通信機器の世界も携帯からスマホへと変わろうとしつつあります。
そこで、アイフォンはどのように操作するのかなど、特に初心者
の人を中心にマンツーマンで指導をしていただきました。
みんな熱心に研修していました。
８月 ６日(金) 第４回ヨガ教室
参加者 １０人
９月 ３日(金) 第５回ヨガ教室
参加者
７人

(於)総合福祉センター 体育室
(於)総合福祉センター 体育室

９月２４日(金)に予定していました日帰り研修は、新型コロナウイル
ス緊急事態宣言中のため中止になりました。

■予 定
１０月 ８日(金) 第６回 ヨガ教室 (於)総合福祉センター 体育室
１０月２９日(金) つり教室(ます釣り)
(於)有馬ます池公園
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女性部
■報 告

部長

折野八千代

９月 １日(水)令和３年度 日視連第６７回全国視覚障害女性研修大会
九州ブロック（鹿児島県大会）第５３回九州盲女性研修
大会
（於）総合福祉センター ２研
今年度は新型コロナ感染拡大により、オンラインとなりました。
ハートピア鹿児島をホスト会場に新協議会長のもと、開会式典が行わ
れました。
続いて全国代表者会議はほとんどの方が、パソコンやスマートフォン
で出席。
令和２年度、令和３年度の議題が承認されました。
午後は研修会でレポート発表。
テーマは「我が家」私の危機管理はどうしていますか。
６ブロックがリモートや朗読の方法で発表されました。
福島県からは令和元年台風１９号で夜、豪雨で防災無線が１階の為
夜中に降りたら階段の途中まで水が。とっさに衣装ケースや冷蔵庫の
中の持てるだけを運び過ごしたこと。
のち、知り合いやボランティアの助けで家を片づけた体験。
「物よりも人の気遣いが嬉しかった」とのこと。
また東日本大震災を経験して、そこから我が家の管理のできていない
ことを感じて考えなおした、レポートなど。
助言者の言葉には自分の身は自分で。自助、共助、公助が必要と言わ
れ意見交換のあと宣言案、決議案の朗読。のち閉会となりました。
令和４年度は福島県研修大会となります。
９月１日は防災の日。初めてのオンライン研修大会の開催です。
とまどいや、どう声を出していいのかなど。
これからは、電話会議やオンライン会議も増えていくのではないでし
ょうか。
会議室の中でのいい経験をさせていただきました。

■予 定
１２月１０日(金)秋の研修会

朗読とランチの集い
(於)楠公会館
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令和４年
１月２１日(金)日視連近畿ブロック協議会女性連絡会議
(於)大阪府
部長

スポーツ部

岡崎明美

■報 告
令和３年度スポーツ大会について
第６０回神戸市障害者スポーツ大会 (卓球・フライングディスク・
水泳・陸上)中止
第５８回近畿グランドソフトボール大会が全国大会地区予選を兼ね
ているため５月３０日(日)京都ライトハウスにおいてオンライン抽
選会になりました。
７月２５日(日) 令和３年度第 1 回日視連近畿ブロック協議会
(於)アミティ舞洲
この会議において１１月１４日(日)兵庫県主催 第４２回近畿視覚
障害者フロアバレーボール大会と令和４年２月６日(日)神戸市主
催第５８回近畿卓球大会がコロナの終息を見通せない、審判、ボ
ランティアの確保が難しい、選手の安全が守り切れないことを理
由に中止となりました。
１１月７日(日)第２３回兵庫県グランドソフトボール選手権大会
も中止となりました。

文化部
部長 小林紀代
■報 告
９月２１日(火) 歌の集い
新型コロナ緊急事態宣言延長のため中止となりました。
■予 定
1２月１４日(火)歌の集い １３時半 (於)東部在宅福祉センター
｢輝け市視協｣も練習したいと思います。コロナが早く終息して皆様
ご一緒に楽しく歌える日がくることを祈りながら。
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たくさんの皆様のご参加、お待ちいたしております。
＊コロナ禍に

皆で歌える日を思い マスク撫でつつ 今度こそはと

あはき部
部長 髙江洲康昭
■報 告
７月 ９日(金) あん摩師等法１９条訴訟の判決は却下されました。
(於)大阪高裁２０２号法廷
９月 ３日(金) あはき部講演会
あはき部１９条の今までの経過と、これからどうするのかを話して
いただくつもりが新型コロナウイルス緊急事態宣言中のため中止に
なりました。
■予 定
１１月１９日(金)廃鍼回収しますので、事務所までお持ち下さい。

各区の報告と予定
■報 告
（長田区）
９月 ３日(金) 防災勉強会

参加者 会員１４人 介助者１３人
(於)ふたば学舎

（西 区）
９月１０日(金) ふれあい交流会 参加者 １６人
乳しぼり体験・バター手作り体験 (於)淡路島牧場
ぶどう狩り
(於)淡路島フルーツ農園
伊弉諾神宮

*灘・兵庫・北・垂水は報告ありません。
■予 定
（灘 区）
１０月１５日(金) 日帰り研修
１２月２４日(金)歳末助け合い事業
10
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(於)動物王国
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令和４年

1月

新年懇親会(未定)

（兵庫区）
１１月 日帰り研修(未定)
１２月 てづくり教室(未定)

令和４年
1 月 歳末助成事業
（北 区）
１０月 ８日(金) 落語を聞く会
１１月 ２６日(金) 日帰り研修旅行
令和４年
１月７日(金)

新年会

(於)新開地 喜楽館
りんご狩り
神鍋・但馬方面

場所は未定

（長田区）
１１月１２日(金) 篠笛コンサート
令和４年
１月 ７日(金) 新年会

(於)ふたば学舎

（垂水区）
１１月１８日(木)～１９日(金) 一泊研修旅行
令和４年
1 月 ７日(金) 新春懇親会
１月２０日(木) 日帰り研修

(おおぞら号で予定)

（西 区）
令和４年
１月 ７日(金)新年懇親会
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お知らせ
■ 神戸市バスに関する要望
バスに乗る時のＩＣカードのタッチはもう慣れましたか。
市バスについて２つのことを神戸市へ要望しました。
①バスが停留所に到着したとき、系統番号と行き先案内の車外放送
を明瞭にすること
②全てのバスにおいてＩＣカードをタッチする機械の設置場所を
統一すること。
以上のことがうまくいけば乗車するとき安心ですね。

■

エスコートゾーン
市視協が長年要望していたエスコートゾーンが、新たに今年度末
までに三宮の阪急百貨店 (旧そごう)からセンター街の方へ渡る、
フラワーロードの音響信号機がついている、横断歩道に敷設され
る予定です。

■

食料を備蓄しておこう
自然災害による自宅避難やコロナに感染し、自宅療養などをする
はめになったとき、食べ物がなかったらえらいことになりますよ。
万一に備え食料の備蓄をしておこう。
時々チェックして新しいものと入れ替えてくださいね。
秋は台風のシーズンです。天気予報をよく見て前もって買い物を
しておきましょう。
また気象警報が出るとガイドヘルパーの活動が止まるので、利用
している方は特に気をつけましょう。
備えあれば憂いなしですよ。
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■白い杖の日
１０月１５日は国際白杖の日です。１９７０年世界盲人連合によ
って｢視覚障害者への認識と関心を高めること｣などを目的に制定
されました。視覚障害者にとって白い杖は転ばぬ先の杖、事故を
防ぎ身を守ってくれます。
また周りの人から声かけ、見守りをしてもらうための目印でもあ
ります。私たちにはなくてはならぬ大切な相棒です。
白い杖に感謝ですね。

■日本郵便(株)からのお知らせ
①配達日程の変更について
普通の郵便物とゆうメールは１０月２日(土)から土曜日配達が
休止されました。
その他速達、ゆうパック、書留などは現状どおり配達されます。

②ゆうちょ料金新設・改正について
２０２２年 1 月１７日(月)からゆうちょ銀行の一部サービスの
料金を新設・改正します。
・ＡＴＭ利用料金 、駅・コンビニ設置の ＡＴＭでのお預け
入れ、払い戻しについて
平 日
８：４５～１８：００ 無料
土曜日
９：００～１４：００ 無料
その他の時間(日・祝日含む)は１１０円が、かかります。
郵便局・ゆうちょ銀行は、これまでどおり全時間無料です。

＊硬貨預け払い料金は細かい変更につき詳しくは郵便局に
お尋ねください。
13
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■用具購買所より
在庫の商品を安価で販売します。数に限りがあります。商品の詳しい
ことはお問合せください。ご購入の際は事務所までお越しください。
キッチン関係
・お好み返し(2 枚入り)
・もりっこしゃもじ
・ワンタッチポッド
・片手でポン
日 用 品
・ハンドカバー
・ソックスクリップ
・定期入れ
・財布

２個のみ
３個のみ
８個のみ
２個のみ

６個のみ
３個のみ
２個のみ
１個のみ

1 個３００円
1 個４００円
1 個２００円
１個２００円

１個２００円
１個 ３０円
１個３００円
３，０００円

点字関係
・点字器 ４行３２マス １２個のみ
1 個５００円
・点字器 ６行３０マス
４個のみ
1 個５００円
・点字器 ５行２０マス
５個のみ
1 個５００円
・マスコットブレイル ６点打ち(1 行６マス) １個３００円
弱視用ノート
・Ｂ５ブラック
・Ａ４ マス
・Ａ４横線

４冊のみ
１冊のみ
５冊のみ

１冊１００円
１冊１００円
１冊１００円

安全つえ

・みちづれ
５本
・ダイコーケーン ８本 どれも１本 １，０００円
(折りたたみ・長さ色々)
売り切りのため、修理等はできません。
■市視協事務所は、１２月２９日(水)～令和４年１月３日(月)まで
冬季休暇となります。
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神戸から始まった(５５)
「日本の洋家具発祥の地神戸」
神戸は日本初の洋家具発祥の地として知られている。
１８６８年神戸港開港により持ち込まれたヨーロッパ家具を公証人
相手に永田良介が船大工の技術を持った職人と修理、買い取り販売を
手掛けたところから始まる。
その後、椅子、手彫り、塗装等それぞれ専門分野が職人技として手掛
け、明治初期から大正期にかけて、神戸洋家具の基礎ができた。
開港から５年後、１８７２年、永田良介商店が設立された。
職人技として手掛けたそれぞれの商店は、今もそのまま専門店として
神戸の洋家具を支えておられる。
＊今回は１８６８年が慶応３年であったり明治元年であったり西暦と
和暦があるということなので省きました。
｢神戸から始まった｣は、終わります。
＊２００７年(平成１９年)７月号から始まった｢神戸から始まった｣

約１５年続きました。最近はインターネットで、色々な情報が得られ
ます。
ちょうど５５回この際、新しいことが始まっても良いのでは。

会員の移動
たかやまてつよし

入会者

髙山哲是 （灘

区）

きのしたひろよし

木下博義

(長田区)

きよむらあきひと

清村明仁

(西

区)
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しとみ

退会者

よりこ

蔀 頼子

(灘

区)

するぐち た み よ

駿口民代
逝 去

(長田区)

服部みどり（兵庫区） 享年７５
謹んでお悔やみ申しあげ、ご冥福をお祈りいたします。

【編集後記】
広報部長

福田正克

皆さんこんにちは。
この夏も各地で豪雨災害が発生。被災された皆様には心よりお見舞い
申し上げます。
さてコロナで一度延期して開催された異例の東京オリンピック・パラ
リンピック。バッハ会長がバッハハと笑ったかどうか知らんけど、夢
の舞台でメダルをかけて頑張った選手の皆さん、本当にお疲れ様でし
た。
猛烈な暑さに耐えながら、ゴンゼメ、オニゼメの力強いパフォーマン
スには感動したよ。ありがとう。
戦いすんで日が暮れて、そして今はもう秋。風がひんやりいい気持ち。
鐘が鳴るなり柿食へば、チンチロリンと虫の声。
泣かぬ、笑わぬ、コロナの虫は変異したら悪さする。ほんまに困った
やっちゃ。
ところで、頂点に立つチームはどこか。いよいよ大詰めのプロ野球。
黄色いチームのワクワク、ドキドキするあまーいルーキーといえばなんち
ゅうてもあの選手やで。日輪の美しく照る秋空に夢が膨らむ大ホーム

ラン。将来が楽しみやね。
これからも広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。
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