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奈川支部定期総 会 13:00〜
県民サポー トセ ンター 402号
医療講演
横浜市立大 学 出澤真理
阿波踊 り講習会 と親 睦会 15100〜
横浜 ラポール (新 横浜 )サ ブア リーナ
ミニ集会 13:00
県民サポー トセ ンター 705号

4日

(日

)

第 12回 国際網膜世界会 議
幕張 プ リンス ホテル
ミニ集会 13:00
県民サポー トセ ンター 708号
ミニ集会 13:00
県民サポー トセ ンター 603号
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●国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について

2002年

4月 1日 よ り国民年金 口厚生 年金保険障害認定基準 が改

正 され 、視野障害 が追加 され ま した 。以下、その詳細 を掲載 します。
第 3 障害認定 に 当た つての基準
第 1章 障害等級認定基準
第 1節 眼の 障害
眼 の 障害 による障害の程度は、次 によ り認定する。

1

認定基準
眼 の障害 については、次 の とお りである。
令 別 表 障害 の
障 害 の 状
程度

1級
国年令
別表

別表
第1

年
人

T

別表
第2

両眼の視力の和が 0.04以 下の もの
両眼の視力の和 が 0.05以 上 0.08以 下の
もの
身体 の機能の障害が前各号 と同程度以上 と認
め られる状態であつて、日常生活が著 しい制限
を受けるか、又は日常生渚に著 しい制限を加え
る ことを必要 とする程度の もの
.

2級

3級
障 害 手当金

厚

態

両眼 の視 力が、O.1以 下に減 じたもの

両眼 の視 力が、O.6以 下に減 じたもの
一眼 の視 力が、O.1以 下に減 じたもの
両眼 の まぶた に著 しい欠損 を残す もの
両眼 に よる視野 が 2分 の 1以 上 欠損 したもの
又は両眼の視野が 10度 以内の もの

両眼の調節機能及び輻較機能 に著 しい障害を
残すもの

2.認 定要領
眼 の障害は、
視 力障害、視野障害、調節機能障害及び輻軽機能障 害
又はまぶたの欠損障害 に区分す る。
(1)視 力障害
ア.視 力の測定は、万 国式試視力表又はそれ と同一原理 によって
作成 された試視 力表 によ る。
イ.試 視 力表の標準照度は、200ル クス とす る。
ウ.屈 折異常の あるものにつ いては、矯正視 力 を測定 し、 これ によ
り認定す る。矯 正視 力 とは、眼科的に最 も適正な常用 し得る矯正
眼鏡又は コ ンタク トレンズに よって得 られた視 力 をい う。なお、
眼内 レンズ を挿入 した ものについては、挿入後の矯 正視 力 を測定
し、 これ に よ り認定 す る。
工 .両 眼 の視 力は 、両眼視 によって 累加 された視 力ではな く、それ
ぞれ の視 力 を別 々に測定 した数値であ り、両 眼の視 力の和 とはそ
れ ぞれ の測定値 を合算 した もの をい う。
オ .屈 折異常 の あるもので あ って も次の いずれかに該 当するものは
裸眼視 力によ り認定す る。
(ア )矯 正が不能の もの。
(イ )矯 正に よ り不等像症 を生 じ、両眼視が困難 とな る こ とが 医学
的に認め られ るもの 。
(ウ )矯 正に耐え られ な い もの
力 .視 力が 0″ olに 満たないものの うち、明暗弁の もの 、又は手
動弁のものは視 力 0と して計算 し、指数弁の ものは 0.01と して
計算する。

(2)視 野障害

ア.「 身体 の機能の障害が前各号 と同程度以上 と認め られる状態で
あ つて、 日常生活が著 しい制限を受けるか、又は日常生活に著 し
い制限 を加える ことを必要 とする程度のもの」 とは、両眼の視野
が 5度 以内のもの をい う。
イ.視 野 は、 ゴール ドマン視野計及び自動視野計、又はこれ らに準
ずるもの を用 いて測定する。 ゴール ドマ ン視野計を用 いる場合、

中心視野 の測定 には 1/2の 視標を用い、周辺視野の測定 には 1
/4の 視標 を用 いる。それ以外の測定方法によるときは、 これに
相当する視標 を用 いる こととする。
ウ。「両眼の視野 が 10度 以内」又は「両眼の視野が 5度 以内」と
は、それぞれの眼の視野が 10度 以内又は 5度 以内のもの をいい
求心性視野狭窄の意味で ある。また、輸状暗点が あるものについ
て 中心の残存視野が それぞれ 10度 以内又はそれぞれ 5度 以内の
もの を含む。
工 .「 両眼 による視野 が 2分 の 1以 上欠損 した もの」 とは、両眼で
一点 を注視 しつつ測定 した視野の生理的限界 の面積が 2分 の 1以
上欠損 している場合の意味で ある。従 って、両眼の高度の不規則
性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交又性半盲等で
は該当 しない場合もある。

(3)調 節機能障害及び輻榛機能障喜
「調節機能及び輻襲機能に著 しい障書を残すもの」 とは、
眼の調
節機能及び輻較機能の障害のため複視・頭痛等の眼精疲労が生 じ
読書等が統けられない程度の もの をい う。

(4)ま ぶたの欠損障害
「まぶたに著 しい欠損 を残す もの」 とは、普通にまぶた を開 じた
場合 に角膜を完全に覆 い得な い程度のもの をい う。

(5)視 力障害 と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱 いを行
な う。

●

view― net神
入 会 しませ ん か ?!

奈 川 メー リ ン グ リス トに

〜神奈川 県視覚 障害者の情報 ]雇 用・福祉ネ ッ トヮー クが、
ドメイン取得、MLも 一新 〜
本支部が加盟 している表題のネ ッ トヮー クが独 自のシステム を持ち
ま した。そのため 、ホームペー ジのア ドレス もメールの投稿ア ドレス
も以下の よ うに変わ りま した。
ホームページ http://www.vieW― net.Org
投稿ア ドレス 田l@viowlnet,org
ただ し、 このメー リング リス トに投稿するには登録が必要です。今
までに登録の手続 きを している方はその まま新 しいシステムに移行 さ
れていますので、手続 きの必要はあ りませんが、新たには じめよ うと
思われる方は手続 きをお願 い します。ホームペー ジか らも手続 きでき
ますが 、小泉cralisOmx6.ttcn,ne.jpヘ メー ル くだされば、手続 きいた
します 。 このメー リング リス トに入会すると、県内の他の団体 の方や
大学の研究者などとメール を通 じて交流がで きるのは もちろん 、 いろ
い ろな情報交換を しているので、新便 利グッズの紹介 が あ った り、自
分が知 りたい ことを「どなたか教えて くだ さい」 と呼びかけて、その
返事 をもらった りと、い ろいろな使 い方がで きて、とても情報 の幅 が
広が ります。インター ネッ トヘの接続環境 をお持ちの方で、まだ入会
なさっていな い方。ぜ ひ入ってみて ください。
また、今回独自のシス テム とな りま したので、 メール ア ドレスの発
行もで きるよ うにな りま した。 view一 net.Orgの ア ドレス
を、一人に一つず つ無料 で発行できますので、 こちらの ご希望の方 も
小泉まで メールいただ ければ手続 きいた します。

● 磯 子 区 福 祉 保健 セ ン ター 医療 講 演 会 の お知 らせ
磯子区福祉保健セ ンター で、網膜色素 変性症をテー マ とした講演会
が開催 されます。

日時 :6月 6日 (木 )13時 30分 〜 15時 30分
受付 :13時 〜
会場 :磯 子 区役所 7階 会議室
内容 :「 網膜色素変性症 の 理 解 と日常 生 活 の 留意 点」
講師 :北 里大学 医学部眼 科
高野 雅彦 先 生
参 加 申 し込み :5月 13日 か ら先 着 40人 まで 、電話 でお 申 し込み
下 さい 。
申 し込み ・ 問合せ 先
〒 235‑0016
磯子 区磯子 3‑5‑11
磯 子 区福祉 保健 セ ン ター サー ビス課 障害者支援担 当 森 さん
丁 EL:045‑750‑2416

FAX:045‑750‑2540

日の 質疑応答 の 時間 には 限 りが あ りますの で 、 ご質問 が あ りま し
た ら 5月 25日 までに FAX・ 郵便等 で上 記担 当の 森 さん までお願 い
します 。事前 に高野先生 に お送 りし、出来 る限 り講演 内容 に盛 り込ん
で 頂 く予 定です 。匿名での ご質問 も可能 です。なお、磯子 区・ 金沢 区
中区の方が優 先だそ うです )
(当

● よ もや ま 情 報

(19)

『 カシヤ リUSBス コー プ』 ドッ トコム価格 19, 800円
パ ソコ ンの USB端 子にカシャ リと挿 して 、
見たい部分 に あてると… ロ
なんと 40倍 に拡大 された画像 を見る ことがで きる、小型 接写拡大 カ
メラ『 カシャリ USBス コープ』。
静止 画だけでな く動画もワンタッチで撮影。パ ソコンに保存 で きます。
学校 の課題や、各種研究の材料収集などに威力を発揮 します。
見えな い ところが見える小型接写拡大カメ ラ
http://www.sourcenext.oom/products/uscope/
「 ソースネクス ト株式会社」 ソースネ クス ト :カ ス タマー
イ ンフォメー ションセンター 03‑5350‑4844

● ドラ エ モ ンの ポ ケ ッ ト
♪こんなものいいな・ で きたらいいな ♪
「キー ボー ドな しコ ンピュー ター」
コンピュー ターは便利 らしいけど、なにや ら文字や記号が一杯並ん
だキーボー ドとかい ぅので打ち こんで操作 しな いといけないので、文
字が しっか り見えない人はプライ ン ドタッチとか言 う操作で、文字盤
を見ないで も打ちこみがで きない と無理 らしい。京都の園 さん (最 近
は神奈川に現れな いが 、全国津 々浦 々に出没する有名人)が 開発 した
ウチ コ ミク ンなるブライン ドタッチの練習 ソフ トも発売 されて いるが、
怠け者の ドラエ もんとしては、そんな練習 しな くてもコ ンピュー ター
が操作出きる機械 が欲 しい ! のだ。
言葉で操作するの もある程度出来ているらしいが、 しゃべ り続けて
いては、アゴが疲れて しま うよね 。
小耳 には さんだんだ けど (ォ ッ ト、 ドラエ もんはねずみ にか じられ
て耳はないけど聞 こえるんです)ア メ リカで脳波 を利用 してコンピュ
ー ターの操作をする開発が進んで いるようだよ。思 った事を打ち こん
だ り、ホームベージ とか言 うもの を読 んで もらった り、お手紙 (Eメ
ール とか言 うらしい)出 した り。そんなの早 くで きな いかなあ〜。
今回はズボ ラな ドラエ もんで した。
※ ウチ コ ミク ンは盲学校の教材 に も採用されて、楽 しみなが らブライ
ン ドタッチ をマス ター 出きるソフ トです。
※音声操作 は完全では あ りませんが 、操作のサブとして使 うととって
も楽 らしいですょ。その うち、神奈川支部でもパ ソコ ン練習の集ま
りがで きるで しょうか ら、いろい ろ勉 強 しま しょう。
● 第 12回 国際 網 1莫 世 界 会 議参 加 に つ い て
8月 3日 、 4日 の二 日にわた って開催 される世界会議 の前割登録が
4月 30日 で締 め切 られま した。国内の患者・ 家族の申込が 600人
を突破 しま した。海外か らも、南ア フ リカ、カナダ、ア メ リカ、オ ラ
ンダ、イギ リス、 フランス、 ドイッ、香港、中国、韓国などい ろいろ
な国の 申込で、最終的に海外 か ら 130〜 150人 が見込まれるよ う

です。準備 も着 々 と進んで います。海外・ 国内の最先端の研究発表、
生活に密着 した分科会、補助機器 の展示会や体験な ど。
神奈川か らも 4月 末で 34名 の 申 し込みがあ りま した。申 し込まれ
た方、どうもありがとうございます。今後も申 し込み を受け付 けてい
ますので、どう しよ うかと迷われ ている方は、ぜひ参加 して下さい。
前回の会報 で 8月 3日 は道に迷わないように皆 さんで一緒 に行きま し
ょうと書 きま した。 2〜 3グ ループでポイ ン トを決めて集合 し、会場
まで行 きた いと思 います。 7月 初旬 にな つてか らにな りますが封書で
参加する方 々に連絡申し上げます 。よろ しくお願 いいた します。
」RPS神 奈川支部 支部長 大窪 融
045‑341‑7721
電話
メール ohku.big@fine.ocn.ne.」 p

● 阿 波踊 り講 習会 に つ いて
世界会議の中で行われる 8月 3日 のディナーパーティー で、会場
を盛 り上げ外 国か ら参加 された方 々に 日本の雰囲気を感 じて いただこ
うと阿波踊 りを計画 して います。阿波踊 り連を招 いてステー ジで行 い
ます が 、皆 さん も ご一緒 に会場全体 でといわれ てもす ぐにできるもの
ではあ りません。そ こで関東近県の各支部 では、講師を招 いて講習会
を開 くことにな りました。是非 ご参加いただきパー ティー を盛 り上 げ
るためにご協力をお願 い したいと思 います。尚、パーテ ィーでは、神
奈川の会 員の今村 さんの グループのステージもありますので楽 しみに
して ください。
日時 :7月 6日 (土 ) 15:00〜
場所 :横 浜ラポール
新横浜駅か ら30分 間隔 で無料の送迎バスが出て います。
※ 17:00ま で場所を確保 していますが、そんなにはかか らないと
思 います。終わ つてか ら親睦会を計画 していますので世界会議 に都合
で参加 で きない方も遠慮な く参加 して ください。

● 第 7回 日韓 障 害 者 国 際 交 流 東 京 大 会 の お知
らせ
韓 国の障害者問題、ハ ングル 、韓国 に興味 ある方 、ご
参加 <だ

さぃ。

日時 :20o2年 7月 4日 〜 8日
会場 :安 田生 命アカデ ミア (府 中市 )
趣 旨 :日 本 と韓国の 障害者 の置かれ てい る現 状や今後の
課題につ いて
学習 し、理 解 を深め 、 日本 と韓国の障害者 とその
関係者の市民
レベルの交流 を進め る。 日本 と韓国 と交互 に い
行 、今 年 の東京
大会 は 7回 目になる。韓国か ら障害 関係者 10o名 ほ
ど来 日し、
基調講演、分科会で 、 日韓双方の講師の講演 が ある。 の
そ ほか
懇談会 、交流会、 レセ プシ ョン等で交流 をはか る。
参加 費 :500o円 (宿 泊代、食事代は別にかか りま
す)
参加 申 し込み・ 問 い合わせ
日韓 障害 者 国際 交流 実行 委 員会
東京 都 立 川 市 柴 崎 町 2‑lo‑1
丁 EL:042‑540‑613

FAX:o42‑521‑313

ノ【……ル : zbh244110park.ad.Jp
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●情 報 バ リア フ リー化 支援 事 業 って知 って る ?
これは、障害が理由で必要になるパ ソコン周辺機器およ
びソフ トの
購入に対 して、一部を助成す る事業です。対象は、身障手帳 1・ 2級
の方です。
具体的に視覚障害者が必要となると考えられ るものは、①画面拡大
ソフ ト。②画面読み上 げソフ ト。③ ィンターネッ ト読み上げソフ ト
。
④ ピンディスプレイ。④ スキャナ。その他音声対応ソフ ト。などでは
ないで しょぅか ? 残念なが ら、パ ソコン本体は助成の対象とはな
り
ません。助成金額は、購入金額の 3分 の 2ま でで、上限が 10万 円で
す。運用に関 しては、各自治体で差がありますので、詳 しくは福祉事
務所までお問い合わせ下さい。
ところで、 ここか らが情報です。 この周辺機器・ ソフ トの購入に
関
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して この度パ ソコンを購入 した某氏によると、 ヨ ドバ シカメラさんで
見積 の作成、販売 に対応 して くれるとのことです。 (こ れは内緒 ですが 、
この某氏が購入 したのは、上大岡の京急百貨店 の 中です)他 のパ ソコ
ン量販店でも (例 えばノジマ さん など)自 治体 か らの振込入金を受け
付けて くれるところが結構 あります。 どう しても高額 にな りが ちな専
用 ソフ トでも取 り寄せが可能な こともあ ります。考 えて いらつしゃる
方は、ァ度相談 されてみ て ください。
注意点としては、当然 ですが、入金確認後の商品引き渡 しとな りま
す。量販店 では、振込は例外的な処置 である ことが多いのでこの点で
もめないよ うに して下さい。受 け付けて くれな くなった ら元も子もあ
りませ んか らネ。

●そわそわ わ くわ く コンサー ト
(東 京支部 主催 )

そ一 っと静 かに過 ごしていた私 の心 に、 ど こか らか ソワソワ虫が動
き出 し ち ょつと手 を伸 ば し声 を出 してみた ら手 を取 り合 う仲間、 う
なず く仲間 が一人 二人 と集ま つて きま した 。 ソワソワ虫はワク ワク虫
にな り、皆 の心 にも夢をふ くらませ は じめま した 。
その夢 とい うのは私達 にも何 かができるの では とい う思 いか ら、まず
は 「国際網膜世界会議記念 コ ンサー ト」 を開 こ うでは とい う大 変な事
を始 め ま した。その ワクワク虫 を、見 に きて くだ さる方 の 心にも忍び
込ませ楽 しく生 きる ことのできる夢の こなを振 りか けた いと思 うので
す。一 人でもた くさんの人 を、幸 せな気持 にす るには、も つとた くさ
んの大 きな皆様 の ワク ワク心が必要 なのです。
ステー ジでは患者 とその仲間たちの 、心 に響 く歌声の世界、言葉 でた
くさんの人の心 に感動 を与 えるかた りの世界、開演前 ロ ビーでは、家
族 や友人の方にもお手伝 い していただ き健常者 の方 にも理解 してもら
お うと盲導犬 のデモ ンス トレー シ ョンや機器展な どのイベ ン トをも考
えて います。その素適 な企画 に皆様 か らのた くさんの ご賛同 と ご協 力
をお待ち しています。

※ 以下 は全 て予定 です。
◆日 時
2002年 7月

20日

(土 )

12時 30分 開 場
12時 30分 アイ・メイトデ モンストレーション ット1時 間 10分
13時 40分 アイ・メイトデ モンストレ…ション終 了
13時 30分 ホ ー ル 開扉
14時 00分 コ ンサー ト開演
(ネ

)

第 一 生 命 ホ ール (都 営大江戸線 勝 ど き駅 下車徒 歩 4分 )
車椅 子席 含 767席
◆出演者
白石 可能子 詩朗読 「金子み すずの世 界」
ICU OGC合 唱団 (」 RPS患 者会 員所属 )
み たか ブルー コー ラス (JRPS患 者会 員所属 )
松 田和子 語 り「葉 っぱの フ レデ ィ」 (JRPS患 者会 員)
秋葉美和 ヴ ァイォ リン伴奏
◆チケ ッ ト 2, 500円
5枚 以上 2, 000円 (一 枚 につ き)
◆場

所

★希望枚数や、ボラ ンテ ィア を して下 さる方 は下 記 に お電話 くだ さい。
問 い合せ :RIWCMC
(国 際網膜世界会 議記念 コ ンサー ト)実 行委員会

TEL/FAX.03‑3903‑7123

丁
EL/FAX.0424‑63‑1520
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●七 沢 ライ トホ ー ムー 日体験 入所 口体験 記
横浜市

岸

利勝

今 日は、七沢 ライ トホーム (神 奈川総合 リハ ビ リテー シ ョン
センター 内)の 一 日体験入所の 日。なぜ か心が騒 ぐ。たぶん、自分の
知 らない情報 を少 しで も得 られ るか も
いつ も行動 を共 に介助 して くれ る妻 と、小田急 線愛 甲石田駅 バ ス乗
り場に 9時 到着、予定は 9時 50分 で少 し早 か つた。陽射 しがやわ ら
か く良 く晴れた暖 か な 3月 2日 の土曜 日、降 りるバ ス停 「神奈川 リハ
ビ リ前 」を切符売 り場の女 性 に確認の上 、バ ス停 で一緒 に な った 2組
(4人 )と ともに、 9時 20分 発 のバ スに乗 り、約 25分 後 「神奈川
リハ ビ リ前 」 に到着 、バ ス停前 に ライ トホーム の職員が 出迎 えて くれ
無事 ライ トホームヘ着 いた 。
職員に案内 され 、今 日の会 場 で ある会議室の指定席に落 ち着 いた。
予定 よ り早か ったため 、全 員が揃 うまでの 間、お茶 を頂 きなが ら待 つ
た。全員揃 つた lo時 20分 、体験入 所担 当の小 川課 長 よ り、今 日の
プログラムについて説明 を受 け、続 いて ライ トホームの菅原所長 よ り
挨拶 が あ り、
「皆 さんの 日常生活 を少 しだ けでも豊かに過 ごすため 、ライ トホーム
を有効 に活用 してほ しい。神奈川 リハ ビ リ病 院全体の施設は神奈川 県
の所掌で、運営は事業団が行 っている。施設は、病院 と リハ ビ リテー
シ ョンに分かれ てお り、ライ トホーム は リハ ビ リテー シ ョンの施設で
7階 建ての うち、 1階 か ら 3階 までが視覚障害者用施 設 (4階 か ら 7
階までが肢体障害者用施設 )で 、入所形態は宿泊 と通 いが あ り、入所
後は各種の訓練 を受 け、 自立 して生活出来 るよ うになるまでの支援施
設 で ある。従 って 、訓練は 、各 自の要望や障害 の状態 に よって作成 さ
れたカ リキ ュラムに沿 って行われ る。訓練の内容は、 1)歩 行訓練、
2)感 覚訓練 、 3)コ ミュニケー シ ョン訓練、 4)日 常生活訓練 の 4
種類 が あ り、体験入所では時間の 関係 上 、 これ らの訓練の一部 を体験
出来る」
!
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との概略説明 を受けた。
今回の参加者は 9人 で、介助者等を含めると合計 21人 とな り、
全員で簡単な自己紹介を行 い、雰囲気が少 し和んで きた。 (参 加者 9人
の うち、 JRPSの 会員は、小田原の長澤 さん 、横須賀の石川 さん と
私の 3人 で した)
午前中は ライ トホームの施設を全員で見学、その後 2人 1組 の グル
ープに分 かれ、歩行訓練の うち、介助者 が誘導 (一 緒 に歩 く時)す る
場合の訓練 で、お互 いの位置関係 とつか ま り方、歩 く速 さと段差等の
伝え方、 ドアの開閉 (特 に開め方 )手 順等の訓練 を受けた。
昼食は、ライ トホームが用意 して くれたお弁当を ご馳走 になる。午
後は 3人 1組 の グループに分かれ、 1)〜 4)の 訓練 を受けた 。順序
は決ま ってないが 、 1)日 常生活訓練では音声付温度計、調理器、時
計 と、触れる時計、小銭 いれ等の便利な用具、 カップに お湯などを注
ぐ方法、 2)歩 行訓練では、あらか じめお願 い していた 白状 を階段 を
昇降するときの方法 、 3)コ ミュニケーシ ョン訓練では、点字 を触 っ
た り打 つた り字 を曲が らずに書 くための用具 (テ ンプレー ト)、 音声
パ ソコ ンの使 い方、 4)感 覚訓練 では、ダイヤプ ロックでの形状や、
紙面か ら盛 り上がった線などを指で触 り、形状や文字などを判断する
訓練 を受け、予定の訓練 をすべて終 了、質疑応答 に入 つた。 この 申で
① 入所の期間、即ち訓練期間については、各 自の要望や障害の状態 に
よつてカ リキ ュラムが作成され、自立出来るようになるまでのため、
個人 ごとに異な り、だいたい 9か 月か ら 1年 半位が一応の目安 で、今
まで短期間の訓練はない。②費用は、収入によって 自己負担の割合が
違 うため一定ではないが、 0〜 3万 円の範囲内。③入所は現在のとこ
ろ満室で、約 1年 か ら2年 程度の待ちとなる。なお、詳細 については
間い合わせて くださいとのことで した。
これで、今 日の 一 日体験入所"の プログラム を全て終了、「神奈川
リハ ビリ前」を 16時 44分 のバスでライ トホーム を後 に した。帰路
のバスに揺 られなが ら、訓練の内容を思 い出 し、階段では白状 をどの
ように使えば有効か、誘導 してもらうにはどの ようにすればよいか、
障害者用に工夫された生活用具や便利なグッズ、生活の知恵、形か ら
何か を判断する要領、読んだ り書 いた りする方法など、訓練を受けて
14

初めて気 づ く当た り前の ことなども多 くあ り、階段の歩行訓練後、指
導職員に是非お いで下さい、待 つてます と言われ、その時 はお願 いし
ますと言 つたが 、 これか ら先、自分 の眼 の病状 が進行 した場合、生活
を自立 させるため ライ トホームで訓練を受けに入所、お世話になるの
か も知れない と思いなが ら愛甲石田へ と向か った。
1日 と限 られた体験入所であ つたが、自分にとって大きな収穫 とな
り、ライ トホーム職員の方 々に感謝 しています。
追伸

みなさん 、是非情報やお便 りを下さい。
メールア ドレス :kanayoko― t.k@d04.en」 Oy.ne.」 p

● パ ソ コ ン さん 仲 良 く して ね 〜 ♪
平塚市
山内 則子
皆さん こんにちは、実は私 もこの時代 につ いて行 こうと、お国の声
がか りの I丁 とや らに挑戦 しています。市の IT講 習と社会福祉協議
会の基礎 講座 を受け、昨年末 にはパ ソコンセ ッ トを購入 しま した。 さ
あ、開けてみてここか らが難関、一人ではとて もとても分か りません。
チンプンカンプンです。説明書を読んでもテー プを聴 いて も分か りま
せん 。で、家 に来て いる周 りの晴眼者の人に 「教えてもらえないか
な一」 と一式出 しますと、一応は 「 うん」 と返事するんですが 「あな
た方専用だか らど う教えて良 いか分か らない。
」と言 う答えが返 って来
るんです。
そ こで教えていただいた 「打ち込み君」で練習するしか ないと時 々
出 しては練習 していま した。その 内に、先に進むと打ち込み君の誘導
がなければ打てな くなって くるんです、なかなか前 には進みません 。
しまいには嫌 にな って、「分 からないや 。
」 と言 うことで、 しまい込ん
で しまいます 。せ っか く手 に入れたんだか ら、自分の 目標 を何 とか
達成 したいと思っているんですけど、どこへ ど う相談 した らいいのか
分か りません。
そ うこ うしているうちに 「 1月 の ミニ集会 にはパ ソコンを持 つて い
らっしゃい」 と中村 さんのお誘 いで担いで行きま した。それか ら中村
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さんの紹介でとってもすばらしいお助けマ ンが私 の前 に現れたではあ
りませんか !わ ざわ ざ遠路はるば る我が家へ。それか ら手取 り足取 り
では あ りませんが懇切丁寧 に根気よ く教えていただきま した。
第一回目は半分分かって、半分難 しいなぁ― で したが 、そ こで私の
目的とする住所録 を「では、私の方で打ち込んで きま しょう。
」とい う
ことで、お助けマ ンが預 かつていって くれま した。本当に嬉 しかった
です。
二回目には、私の 目的とす る住所・宛名書 きに挑戦。その 日は欲 を
かいて印刷まで教わ りま した。 プ リンターが クッックー と動き、さあ
もう嬉 しくて嬉 しくて感謝で一杯です。
その日、お助けマ ンさんが 「明日来れた ら来ますよ」 と言われたの
で、さあ じゃあ明日来るまでに住所 を印刷 してみ よ うとい うことで、
自分で操作 して印刷までや ってみ ま した。お っか なび っ くりで したが
欲をかいて 3枚 も作 つて しまいま した。
そ して翌 日、実 はと言 いなが ら恐る恐 る印刷 した もの を出 しま した。
お助けマ ンは「 どれ どれ 」と言 い「ああっこれはできて る。
」 3枚 とも
見てもらい「 ちゃんと印刷 されてます。やった一 、良かつた、良かっ
た !」 と喜んで下さいま した。私はも うほ っとすると同時 に「で きた
一、や った一 、あ りが と う !」 と胸 が一杯 にな り、感謝の気持ちで一
杯で した。そ して、面自さと楽 しさが湧 いて喜びが一杯 に 日の前がパ
ー ッと明るくな つたよ うな気が しま した。後はね ッ、キー ボー ドの位
置 と打ち込みの操作を掴んで・・ 、あれや これや頭の 中を駆 け巡 りま
した。
今 は次の目標 に向かって進もうと毎 日少 しず つ単語や文章の打ち込
み を練習 しています 。でも早 くお助けマ ンにメール を送れ るように、
多 くの仲間にメー ルでお話 しがで きるように前進前進。私 も一生懸命
がんば ります。もし私がメール を送れ るよ うにな ったとき、皆 さん宜
しくお願 い します。その日まで私 は頑張 ります。
皆 さんもいかがで しょうか ? 私 はパ ソコンに用はな い、私はでき
な いよとおっしゃらず にやってみては ?:。 私も最初はそ う思 つてい
ま した。 こん な高 い機械を買 つてど うするんだろ う、その内にほこ り
だ らけになって しま うん じゃないか な一。 で も頑張 つた らなん とか 自
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分 の 目的 とす る封筒・ 葉書 。そ して 、 これ か ら少 し文 章 を打 ち込んで
慣れ た ら誰か に そ っと手紙 を書 こ うか な と思 つて お ります。
では また ミニ集会 でお会 い しま しょ う。

● ミニ集 会 で パ ソ コ ンに 触 ろ う

:

小田原市
佐 々木 裕 二
」RPSの 皆 さん こんに ちは、盲学校 を卒業 してもうす ぐ丸一年、
相変わ らず開店休業状態が続 いている佐 々木です。山内 さんの投稿
読みま した一 ? ハ ィッお助 けマ ンは私だったので一す。山内さんか
ら投稿用のテー プをもらつて ワープ ロに打ち込んだんですが、聞 いて
行 くうちにあんま り山内さんがお助けマ ンを持ち上 げるものだか ら恥
ずか しくて しかもそれを自分で打ち込んでいる姿 にまた恥 ずか しくな
って 自口●。ちょっと編集 ?し て しまいま した。
で も、今回私 もとって も感動 しま した し勉強 にな りま した。あ りが
とうございま した。山内さんの念願 は住所管理です。
「郵便 の発送を何
とか 自分でや りた い。
」この願 いの強 さと今までの苦労は、プリンター
か ら宛名が印刷 されて出てきたときの 「あ っ動 いたッ、や った一 、ゃ
つた一 」の声 と顔の輝きが如実に現 していま した。 私は こんなに も
嬉 しいことなのか とびっ くりした程 です。 ここで書 いて良 いか分か り
ませんが 山内さんはご夫婦共 に視覚障害で しか もテー プ雑誌のボラン
ティア もされていて、その為 に住所管理では相当に ご苦労 されていま
した。見せていただいた管理 の方法の工夫は弱視 の私 には想像 も した
ことの ないもので した。
私 に とってパ ソコンは便利な道具箱ではありますが 、無ければ無い
でど うにかなる (な らないかな ?)も ので した。でも全盲 の方や強度
の弱視の方などでは、墨字の文書や宛名書 きなど人に頼 らなくてもで
きるよ うになるとい う点でとても素晴 らしいものであると今回実感 じ
ま した 。その上、イ ンター ネッ トがで きるよ うになればメールで気軽
に話が できる し、情報の収集やお買 い物だ ってで きます。墨字 とか点
字とかのバ リアーは音声パ ソコンがかな り解消 して くれるのです。
ところで「パ ソコンて何 がで きるの ?難 しそうだ し。
」とい う方は多
17

いはず です。 い きな リパ ソコ ンシ ョップで買えるほ ど安 <も あ りませ
ん 。また音声 で使 うに は ど うしても最 初は誰 かに教え ても らわなけれ
ばシ ョップの人 も知 りません 。そんなあなたに朗報です !神 奈川の ミ
ニ集会で音声 パ ソコ ンに触れ ます !私 と中村 さん、そ して き っと誰か
が担 いで来ます (来 てね !)。 それ にパ ソコ ンを使 つている多 くの人の
話も聞 くことがで きます 。 も し希望者 が集 まれば体験教室なんか もや
りた い と思 います。是非皆 さん ミニ集会でパ ソコ ンに触 りに来て下 さ
い。あ つ、それ か らホ コ リをかぶ つてただの箱 にな っている ってい う
方お気軽に相談 して下 さい、音声操作だけでな く分かる ことな ら何で
もお手伝 い します よ、何 しろ開店休業状態です か らね・・・ 。
佐 々木

＊＊＊＊＊＊＊＊
TEL:0465‑49‑2848

Eメ ール :sakisakiOdp.u―
netsurf.ne.」 p
＊＊＊＊＊＊＊＊

● 「初 め て の パ ソ コ ン 」
川 崎市
岩佐 浩司
皆様 こんに ちは。タィ トル を見 た方は二通 りに別れ るのではな いで
しよ うか ?「 何 で今頃パ ソコ ンなの ?ど うして今まで購入 しなか った
の ?」 「自分 もまだ買 つた ことが無 い・・ ・J
その音 ?神 奈川支部で 「パ ソコ ン教室」の得 々講座 を開催 して頂 い
た。会報類 をひ つ くり返 して調 べ てみ ると、平成 10年 の春だか ら0
S(基 本 ソフ ト)は まだ Windows98の 前だ と思 う。一応 初心者、中級・
上級者 コースに分かれていて 、 これか らパ ソコ ンを購入す る方は 自分
たちの 目の ことを考 えて、音声 に対応 したメーカー を選 んだほ うが 良
い とい うのが支部のア ドバ イス で した 。将来無駄になるか も知れない
か らです 。今だ つた ら笑 つて しま う話ですが、当時は誰 も ここまでパ
ソコ ンが進化す るとは思 っていなか ったの です。音声に対応 したメー
カーは 当時は 2社 しか あ りませんで した 。 I社 と N社 です。私は I社
のノー ト型 を使 うとい うよ りは、使 い方 を知 りませんで したので 、横
で拝見 させていただ きま した 。 しか し、そのパ ソコ ンの音声 は、大変
聞 き取 りに くく、イヤ ホー ンを使 つて も自信が無 く「 この音 が聞 き取
れないとパ ソコ ンは使 えな いのか ……」と錯 覚 して しまったほ どです。
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また、画面がかな り見づ らか ったの も大変シ ョックで した。少 し斜 め
で見 ていたので 「斜 めよ り正面か ら見 ていただ くと見やす くな ります
よ」 とア ドバ イスは頂 いたのです が、当時の液品はカラーではな く、
オ レンジつばかつた記憶 が あ ります。また、隣の方の話 は聞き取れな
いものの 、なんとな くお値段が高そうなのも熱が冷める原因のひとつ
となって しまいま した。当時はノー ト型 とデスク トップ型の違 いもろ
くに判 らなか ったのです。携帯もアナ ログ時代の音声が聞き取れず、
ふさぎ こんでいたので 「自分 にはハ イテク製品 ?と は縁 が無 いのだ」
と勝手 に思 い込んで しまったのです。おまけに、その「パ ソコン教室」
の あつた月に倒れ て しまい、かな り長 い間体調不良だ つたので、今思
うとなんで勝手 に 自分 で ドン ドン落ち込 んで行 つたんだろ うと思いま
す。 う〜ん… ここまで読み返すと、かな り暗 い話 ですね (笑 )投 稿文
はすべ ての方に興味を持 つ ように書 くのは難 しく、岩佐 と同 じレベル
か、 これか らパ ソコンを持ちたいとい う方を中心 に書 いてみま した。
さて、そん な岩佐でもパ ソコンは無視できな くな って きま した。や
せ我慢も限界で、なによ りもパ ソコンの話 は うっとうしく、色 々 と必
要性 が出てきたか らです。この投稿文は前号 に載せたかつたのですが、
ADSL(い わゆるブロー ドバ ン ドと呼ばれるものです)の 開通待ち
で投稿 は見合わせました。パ ソコ ンを購入するには、それ は じれ った
いほ ど準備 、検討をしま した。パ ソコン雑誌を読むかたわ ら、市 の無
料 I丁 講習会を三度も受けま した。順 にノー ト型、デス ク トップ型、
障害者対象 コースです。むろん何度 も、受けるのは本当はいけないの
ですが、最初の ノー ト型の講習会を受けた時 に、隣のお じい さんか ら
教わ りま した (80歳 だそ うです)場 所や日にちをず らせば、特に混
んでいなければ見逃 して くれるそ うです。 (オ フレコです。また、講習
会を受けた ことの ある方 は、 ご遠慮 くださいの断 りが資料 に書 いて あ
りま した ら、遠慮 して ください)講 習会は 2日 間、 4日 間の コースが
あり、更 に午前、午後、夜の コースか ら選択 します。また、私 の住ん
でいる地域 は、多 くの講習会 が在 り、好きな場所を選べ ま した。デス
ク トップ型は ノー ト型にな いものが学べ 、特 に障害者対象 コースは教
えていただいた指導員の方が大変上手な方 で したので、勉強 にな りま
した。そのほかに聴覚障害者 と全盲の方の コースが あ り、私は情報保
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障 に興味 が あ りま したので、聴覚障害者 の コース を受けたか つたので
すが 、手話 と要約筆記 で したので 、弱視者 コース (画 面拡大表示 )を
受けま した。 これ が 一番勉強 にな りま した 。他 の コース では、ポイ ン
タや文字 の大 きさの変 え方 を聞 いて も、使 つた ことがない と言われ る
か 、設定 を して頂 いて も操作 の方法 まで教 えて いただ けなか ったか ら
です。
注 :無 料 IT講 習会 については各 自治体 に よ って異な ります ので 、間
い合わせ、確認 して くだ さい。私 の場合 は区役所 の入 り口付近 に置 い
て あるパ ンフ レッ ト (資 料 )を 見 て選 びま した 。特 に 、障害者対象 コ
ースは 県はあるものの 、市 の 方 では無か った り、全盲 の方 の コース な
どは教 えて いただ ける方が少な いのか 、人数 に制限が ある場合 が 多 い
よ うです (大 体 4〜 5人 くらいまで)そ れ と、障害者対象 コースは一
般 の コース と違 い、少なめです。
実際 に、パ ソコ ンを購入す る前 に秋葉原や有楽町、横浜方面 の量販
店、と りわ け自分の住んで いる街 の大型 カメ ラ店 には随分通 いま した。
カタ ログはあま り信用せず 、基本操作 は覚 えま したか ら、 自分 で実際
に見 て操作す る ことを心 が け、色 々な メー カーの 製品 を比 べ ま した 。
パ ソコ ンを購入 してみ ると、あれ ほ ど見 づ らか つた画面 も、設定 して
行 くに従 い、そ こそ こ見 えるようにな って きま した。あのパ ソコンに
対す る拒絶反応は自分 の 先入観、偏見、無知な どが複雑 に絡み あ つて
いたのか な と、今 では思えて きま した。キーボー ド操作 も思 いのほか
難 しくは無か ったので一安心 です。 ただ し、すべ ての文字 を拡大 でき
るわ けではな く、 メチャクチ ャ小 さい文字 が 出て くる ことがあるので
開 口 しま した 。 (拡 大で きる市販 ソフ トが色 々 あるそ うです )皆 さんの
中に もパ ソコ ンに抵抗感 の ある方 も居 られ ると思 いますが、今 か ら覚
えて も十分間に合 います。何 しろ 80歳 で覚 えよ うとい う方 も居 られ
るのです か ら。それ に、パ ソコ ンは三 ヶ月 ご とに新製品が出て くるの
で、後 か ら後か ら買 うほ ど、値段 が安 くて、高性能のパ ソコ ンが手 に
入るので 、多少の 覚 えの遅れ は性能がカバー して くれ ます。 しか も、
年 々使 いやす くな り、使 える機能 も増 えるばか りです。 ブ ロー ドバ ン
ド (高 速通信 回線 )な かでも ADSL(電 話回線利用 )は 、まだ本格
的に普及 してか ら 1年 も経 つていませ ん 。 で も、パ ソコ ンの世界 は完

全に 自己責任の世界 。ウ ィル ス や不正アクセスな どクラ ッカーに よる
攻撃、それ とパ ソコ ンは とか く トラブルので、自分で解決 しなけれ ば
な らな い辛 さはあ ります。パ ソコ ンはすべ ての機能 を使 いこなせ るよ
うにな るのは。相 当の時間 と労力が必要 なのは事実 です。その人の 目
の状態な どによ り難 しい部分 は あ ります が 、 トライ してみては如何 で
しょ っか ?

● ウ ッチ ヤ ンの 体 験 記
快速特急
ミニ集会 に参加するため、横浜駅の通路を歩 いていると、人の流れ
の騒音の 中に、かす かに聞 こえる 白杖をついているよ うな音。それ
も、通路の端を歩 いているウッチャ ンの正面か らである。前か ら来る
のはハ イ ヒールの おねえちゃん、と思 いなが ら歩 いていると、ハ イ ヒ
ールの音 が突然消えた。思わず立ち止 ま つて しまったウッチャンだつ
たが 、自分に気が付 いて くれたと思 い歩き始 めた。そ して、十歩ほど
歩 いただろうか ? 突然、「おい、止まれ 。
」 と大きな声が した。
「え つ俺か ?」 と声 あげて立ち止まると、「白杖を使 つているみた い
だな。
」 と言われ、大きなお世話だと思 いなが ら、「お じさんも視覚障
害者 ?」 と聞 くと、「そうだ。
」 と答えた。考えてみればハ イ ヒールの
おねえちゃんが ウッチャンに気が付けばよけて通る、足音 が しないま
まなのはおか しいのである。
さて、 この視覚障害者のお じさん、自分がよけてやるか らとウッチ
ャンに言 つたのだが 、その言 い方がウッチャンの感性を刺激 させて し
ま った。しか し、グッとこ らえてお礼のひと言 と思 つた瞬間 、
「 あんた
1種 1級 か ?」 と聞 いて きた。思わず「え っ。
」と声をあげたウッチャ
ンに「 1種 1級 かって聞 いているんだ。
」と言 つてきた。これでウッチ
ヤンは完全に切れた。人を見下すよ うな言 い方をするおや じに、世間
の広 さを教えてやると思 った ウッチャンは。「俺、俺は、快速特急だ !」
と言 い返 した。そ して返事の ないおや じよ り先 に歩き出 した。心の 中
で 「あんたにはわ かんね― よ。ざまあみ ろ。
」 と叫んでいた。
しか し、現実の ウッチャンはま っす ぐに歩けず、右にウ ロウ ロ左に
９

ウ ロウ ロと、快速特急 とはいえな い歩 き方 しなが らサポー トセ ンター
に向か っていた。
おまけ
ウ ッチャ ンの ファンのみ な さま、お待 ちどうさま。 メールでファン
レターが 出せ るよ うにな りま した 。 しか し返事 が返せ るか ど うかは神
奈川 の佐 々木氏の 指導 力にかか っています。みな さんで佐 々木氏を応
援 して あげて くだ さい
ウッチヤンのE一 mailisatoru@ni.bekkoame.ne.jp
佐 々木氏の E一 mallisakisakiOdp.u― netsurf´ ne.jp
!
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―◇編集後記◇ ―
今、テ レビの前では 23人 の代表が決 つたニ ュースが流れていま
す。まもな くサ ッカーヮール ドカ ップが始ま りますね 。サ ッカーフ
アンならずともワクヮク して きます。
色変のワール ドカ ップ、「国際網膜世界会議」もいよいよ 目前に
控 え、準備担当の方 々は頑張 つてい らっしゃる ことと拝察 します。
い まの とこ ろ神奈川か らの参加者が 少な いのが 気 がか りだ と中村
理事 が お っ しゃっていま した 。まあ、会費 も決 して安 くはな いです
し、真夏の 中、幕張まで行 くのは ちょっとね、と思 っている方 もい
るのか もしれません。ですが、どうしょ うかと迷 っている方、是非
加 してみ ませ ん か ?参 加 す る こ とに意 義 が あ る とい うわ けでは

あ りませんが 、参加 してみ ない とわか らないことっていっぱぃぁる
と思 います 。会場の雰囲気や、外国か ら来た方 々 との交流などは
まさにそ うで しょう。実は、私はアッシャーなのであま り人と会話
をするのが得意では あ りません。ま してや、外人と喋るなんて
とんで もハ ップン、すか さず 「アイ キャン ト ス ピー ク ィ〜ング
リッシュ :」 って逃げ回 つて しまいそ うですが、こん なチャンスは
もうない と思 うので、勇気 を出 していろん な方 と交流を深めたい と

思 って ます 。 (た だ し、 英語の 通訳 はカ ミさん に任せ ます !)
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