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■巻頭言■
******************************************************

会報誌 100 号発行にあたって
******************************************************
会長

阿部 直之

この度、ＪＲＰＳ神奈川の会報誌が１００号を迎えることになりました。
佐藤編集長に今までの会報誌の内容を変遷として纏めていただき、今回掲
載しております。これを見ていただければわかりますが、１９９６年５月に
創刊号を発行。そして１９９７年度からは年間４回の会報発行を２４年以
上もコンスタントに継続しております。
会報の作成にあたっては、約２か月をかけて原稿の依頼から編集・校正、
そして印刷と発送作業まで行います。そこには、編集長をはじめ、編集スタ
ッフはもちろんのこと、原稿を投稿して下さる方々、編集した会報をチェッ
クする役員たち、現在はコロナ禍で昨年夏からは印刷・製本を業者に外注し
ていますが、それまでは県民センターにあるリソグラフを使用して印刷・製
本も自分たちで行い、そして封筒への会報封入、郵便局への持ち込み、とす
べてを自分たちの手で行っています。そこに携わる方々の熱意、努力、善意、
協力などさまざまなベクトルが結集され、その地道な積み重ねが成し得た
結果だと思います。会報発行に携わって下さった方々のご尽力に心から感
謝を申し上げます。
さて、会報誌１００号はひとつの通過点でありますが、改めて会報誌の果
たす役割はなんだろうかということを考えたときに、９９号で佐々木さん
が書かれていた「会報は会と会員・会員同士をつなぐ架け橋」は言い得て妙
だなと思いました。治療法や QOL の情報はもちろんのこと、会の考えであ
ったり、投稿者の思いであったり、そういう気持ち的な部分も共有できるよ
うな存在であればと考えております。
ＪＲＰＳのスローガンは「私たち自身で治療法の確立と生活の質の向上
を目指す」ですが、
「私たち自身の手で」という意味では会報発行作業は最
たるものではないかと思います。実は私も初期のころに会報編集長として
携わらせていただきました。会のスローガンに共感し、何か会に貢献できな

２

いかと思い、引き受けました。大変な作業ではありましたが、毎回無事に発
行に漕ぎつけたときの安堵感、会員のみなさんにお届けした充実感は何物
にも代え難い経験でした。
神奈川の会員のみなさんにおかれましても「私たち自身の手で」会報に投
稿して下さるでも良いですし、会報発行作業に携わってみませんか？ご協
力いただける方、ご連絡お待ちしております。
●阿部編集長の担当期間
・１９９７年・４号～２００２年・２５号

３

■特別寄稿■
******************************************************

音声訳グループ「戸塚朗読会」
******************************************************
飯村
あぁるぴぃ１００号

さよ子・吹上

晴美

おめでとうございます。

≪私たち自身で治療法の確立と生活の質の向上を目指すＪＲＰＳ神奈川≫
毎号この印象的な表紙の言葉から読み始めます。年４回発行で１００号だと、
２５年ですね。編集担当の皆さま、お疲れさまです。素晴らしいですね。
あぁるぴぃは、医療講演会の報告や、会員の体験談、情報コーナーの読書
の薦めや、投稿コーナーの川柳・俳句など、内容がバラエティーに富んでい
て、いろいろな刺激をいただき、勉強にもなり、すっかり楽しませていただ
いています。これからも、素敵な会報を期待しています。
お手伝いを始めたきっかけなどを、とのことでしたが、そのころの担当者
もすでに退会しているため、当会の会報「たより」や総会議事録などを調べ
たところ、２０年前の２００１年２月にあぁるぴぃ１８号を６０分カセット
テープでお送りしたとの記録が残っていました。そして、２００１年度から
定期的にお送りし始めたようで、初回は２５人、２００３年には、３０人の
方にお送りしたとのことです。
ＪＲＰＳ担当として岡本ひで子と堀内志津子が、その後、奈良富子も加わ
り、この３人で１５年間お送りしていました。名前をお聞き覚えの方もいら
っしゃることと存じます。とにかく１日でも早くと 2 人で半分ずつ読んで、
すぐモニターして修正をし、４日以内にはお送りしていたとのこと。苦労し
たことといえば、内容によっては、涙をこらえるのが大変だったことくらい
とのことでした。
はじめは、カセットテープだけだったのが、２００８年２月には、テープ
とデイジーＣＤの両方をお送りし始め、２０１１年にはテープ２５人・ＣＤ
２０人でしたが、その後、現在の 2 人が担当になった２０１７年には、テー
プ１０人・ＣＤ３９人となり、今では、テープは３人だけになりました。
実際の作業も、カセットデッキでの録音から、パソコンでのデジタル録音

４

になり、モニターも、インターネットで自宅にいながらデータをやり取りで
きますので、格段に便利になりました。修正もカセットテープのころと比べ
てとても簡単になりました。２０年の時代の流れを感じます。
ＪＲＰＳ神奈川の皆さまからは、ＣＤコピー機を貸与という形でご支援い
ただいたり、毎年お礼としてご寄付いただいたり、いつも本当にありがとう
ございます。
風邪をひいてひどい声でご迷惑をかけないように、難しい医療用語で舌を
かまないように、体調管理には十分気をつけて、これからも音声訳を通して
ほんの少しでもお手伝いできればと思っております。
******************************************************

進化する会報誌編集
******************************************************
役員

５

田中 和之

「しめた！これで完璧だ」と思った。
佐々木さんから会報誌編集を引き継ぐために開いた最初の打ち合わせ。私
とは別に編集に手を挙げた女性を紹介された。患者会員の守下さおりさん。
聞けば、デザイナーであるという。守下さんがデザイン・制作、私が編集を
担当することになった。編集長が交代したら、多くは誌面刷新を実施する。
いわば自分のカラーを出すわけだ。私も引き継ぐに当たって、それまでの会
報誌の良さを生かしつつ、おおまかなプランを描いていた。表紙デザイン・
レイアウトの変更、コラムの新設・入れ替え、作業手順の見直しなどだ。な
かでもっとも重要だと位置付けたのが、会報誌の「顔」ともいえる表紙デザ
イン。その意味で、守下さんは力強いパートナー。いや神様だった。
新しい表紙は写真をメーンに置き、タイトルにはＪＲＰＳロゴをベースに
あしらった。記事を掲載する中面も、コーナータイトルや見出しが強弱をつ
けてレイアウトされている。さすがの出来栄え。デザイン用ソフトを使わず、
よくここまでできたと驚いた。
表紙と合わせて少しずつリニューアルを進めた。だが私が担当するいわゆ
る編集作業は予想以上に大変だった。いただいた原稿は、文章の手直しのほ
か、事実関係の確認、表記揺れの修正などを実施する。しかし、細かい校閲

作業が追い付かない。当時はまだ現役で働いていた。いまだから告白するが、
なんで目の悪い自分がこんなに目を酷使してまでやるのか、と自問すること
も度々。そんなこともあり、校閲はピンポイントで済ませると割り切った。
会員からの投稿は基本的にすべて掲載するように努めた。海外駐在時に体験
した釣行記、ＮＨＫ大河ドラマにまつわる幕末史解説など個性豊かな力作投
稿が相次いだ。
同じ病を抱える仲間のために役立ちた
いと考えて引き受けた会報誌編集。力不
足もあって苦労はしたが、やりがいがあ
り、楽しかった。
守下さんの力作である表紙は文字通り
会報誌の「顔」となっている。また他の都
道府県支部の会報にも使われている。
「み
んなの川柳・俳句・短歌」
「読書のススメ」
「巻頭言」など、新設したコラムも続い
ている。
反省点は多い。総ページ数が６０ペー
ジを超え、印刷作業などで多くの迷惑を
かけた。また、制作を担当していた守下
さんが編集を離れたあと、私だけで編集・
制作したことも。一人の力では限界があ
る。前述したように作業量が多いと誌面
の質も保てない。私の後を引き継いだ佐
藤さんは複数のスタッフによる分業化や
誌面のスリム化などに取り組み、現在も
改善を続けている。この記念すべき第１
００号から中面レイアウトデザインも見
やすく、かつ制作しやすいように刷新し
た。ご自身がこれまで培ってきた知見と
ネットワークを生かして司令塔の役割を
（写真：リニューアルした表紙
デザインと中面レイアウト。イ
ラストも守下さんが描いた。）

担っている。
会報誌編集は進化を続けているのだ。
今後、テクノロジーがさらに進展し、社

６

会・経済も大きく変わることは間違いない。この後どんな人が編集にかかわ
り、どう変革していくのか。編集ＯＢとして楽しみにしている。
●田中編集長の担当期間
・２００８年・４８号～２０１５年・７６号

■特集記事■
******************************************************

会報誌の変遷【25 年のあゆみ】
******************************************************
編集部 佐藤 孝
ＪＲＰＳ神奈川が発行する会報誌が１００号の発行を迎えることになり、
その発行を記念し、創刊から２５年の歴史を皆様にお伝えできればと、主要

７

なイベントなどを拾いあげてみました。誌面の関係で限られた記事しか掲載
できませんでしたがお許しください。ご興味のある方は当協会ホームページ
でご確認ください。
（敬称略）
番号 発行年月

主たる活動記事
記事タイトル

創

1996.5

刊

編集長

代表・講師

第三回 JRPS 定期総会開催につ 中村

所属等

善晄 支部長

須貝

守男

いて

号
2

1996.9

神奈川支部設立集会（第一回総

〃

〃

〃

会）のお知らせ
3

1997.5

「視覚障害者への家族のサポー 中村
ト」講座開催

泰三 七沢ライト

4

1997.8

「中途視覚 障碍者の 進学と就 神崎

ホーム
好喜 横浜市立盲

労」講座開催
5

1997.11 第一回 JRPS 神奈川杯（ボーリ 交流会
ング）開催

〃
阿部

直之

学校
ー

〃

6

1998.2

JRPS 神奈川合宿交流会（inn 石 交流会

石和温泉

〃

和温泉）開催
7

1998.5

コンピューター教室開催

日本 IBM

ー

〃

他の協力
8

1998.8

保健所開催の講演会・相談会開 神奈川県、 各保健所
催

9

11

横浜市

1998.11 ガイドヘルパー養成講座に支部 内田、小

支部役員

〃

視覚障害者総合福祉機器展開催 企業出展

横浜ラポー

〃

（日本初）

ル於

から講師派遣
10

1999.2
1999.5

〃

泉、坂上

神奈川県ロービジョン連絡会設

ー

ー

〃

ー

ライトホー

〃

立のお知らせ
12

1999.8

神奈川県ライトホーム 1 日体験
入所のお知らせ

13
14
15
16

ム

1999.11 「網膜色素変性症と白内障」講 仲泊
2000.2
2000.5
2000.8

聡

演会開催

ハ病院

第 2 回視覚障害者総合福祉機器 企業出展

ウィリング

展開催

横浜

第 6 回 JRPS 本部総会のお知ら 本部

都高齢者就

せ

業センター

「遺伝子治療のインターネット 仲泊

聡

情報」講演開催
17

神奈川県リ

神奈川県リ

〃
〃
〃
〃

ハ病院

2000.11 神奈川ロービジョンネットワー 高野

雅彦 代表世話人

〃

ク発足のお知らせ
18

2001.2

JRPS 神奈川支部合宿交流会の 日光温泉

ー

〃

お知らせ
19

2001.5

ウッチャンの特別企画「陶芸一 内田

知

役員

〃

日体験教室」
20

2001.8

第 7 回世界網膜の日開催（世界 神奈川支部 横浜市健康
大会のプレ）

〃

福祉総合セ
ンター

陶芸クラブ発足のお知らせ
21

内田

知

役員

〃

2001.11 第 12 回国際網膜世界会議参加 千葉幕張プ 神奈川支部
の募集

〃

リンスホテ
ル

22

2002.2

ロービジョンケアルームがオー 梅の木眼科
プン

ー

〃

８

23

2002.5

国民年金・厚生年金保険障害認 支部会報誌

ー

〃

ピアッツア 関内店

〃

定基準の改定
24

2002.8

カラオケ交流会からのお誘い

「ミカド」
25

2002.11 神奈川支部女性部「つくしの会」 山内

則子 女性部代表

〃

設立
26
27

2003.2
2003.5

アイフェスタ in 横浜開催のお知 ウイング横 上大岡

佐々木

らせ

浜

二

「白杖歩行体験講座」開催

中村

泰三 七沢ライト
ホーム

28

2003.8

七沢ライトホーム 1 日体験入所 ライトホー 厚木市
のご案内

29
30

2004.2

31

2004.5

９

2004.8

ンター

千 女優

知って得する年金セミナー開催 社会保険事 県民センタ

〃
〃
〃

ー

2004.11 「アイフェスタ 2004in 横浜」 企業出展
2005.2

〃

津子

開催
34

〃

者福祉協会

務所
33

二

ンカレッジ

萩生田千津子さんの講演と民話 萩生田
の語り

32

ー

「第 9 回中途視覚障害者のつど 県ライトセ 県視覚障害
い」開催

佐々木 裕

ム

2003.11 第 9 回神奈川ロービジョンネッ 横浜アーバ
トワーク研修会開催

裕

ウィリング

〃

横浜

「誘導の仕方・され方」講座開催 中村

泰三 七沢ライト

〃

ホーム
35

2005.5

支部設立 10 周年記念チャリテ 柳家小満他 関内ホール

〃

ーペリカン寄席
36

2005.8

ホームページ作成チーム募集の 佐々木
お知らせ

37
38

〃

二

2005.11 「日常生活で困ること・・その工 赤塚
2006.2

裕 役員

夫」セミナー開催

子

ロービジョン研修会開催

西田

亜矢 七沢ライト

〃

ホーム
朋美 聖隷横浜病

宮村

院
39

2006.5

「眼の難病今できること」講座 簗島
開催

謙次 国立リハス

〃

テーション
センター

40

2006.8

神奈川支部ホームページ公開の 岩佐
お知らせ

浩司 役員

〃

聡

41

2006.11 第 3 回関東地区リーダー研修会 佐々木
の報告

42

2007.2

裕 支部長

〃

二

「網膜色素変性研究の現状と諸 森

圭介

埼玉医科大

〃

問題」講演開催
43

2007.5

パソコン教室のご案内

佐々木

裕 支部長

〃

二
44

2007.8

秋の盲導犬体験講座のお知らせ 日本盲導犬 神奈川訓練
協会

45

〃

2007.11 支部会報誌デイジー版受付のお

センター
ー

ー

ー

ー

〃

知らせ
46

2008.2

お知らせ「支部会計・細則」制定
について

47

2008.5

佐々木 裕
二

チャネルロドプシンを用いた視 富田

浩史 東北大学

〃

覚再生の現状と今後の課題
48

2008.8

「知って得する障害年金」講座 新井
開催

49

愛一 NPO タート 田中

郎

2008.11 網膜色素変性症の白内障手術に 林

ル
孝彰

東京慈恵会

対する考え
50

2009.2
2009.5

インターネットの「治療法詐欺 情報コーナ
網膜色素変性症

〃

医科大学

にご注意」
51

和之

ー

〃

ー
京都大学眼科 大谷

篤史 京都大学

〃

の取組み
52

2009.8

世界網膜の日横浜開催

支部事務局 県民ホール

アッシャー症候群の医療講演会 中西

啓

浜松医科大

を開催
53

〃

学

2009.11 初めての出前“ＲＰ”セミナーを 支部役員

橋本於

〃

ー

〃

相模原市で開催
54

2010.2

つくしの会「県立四季の森公園

ー

散策」
55

2010.5

網膜色素変性治療に向けての最 菅原

岳史 千葉大学病

近の進歩
56

2010.8

院

第２回クライミング体験会のお

ー

平塚盲学校

〃

旅宇子 和田町眼科

〃

誘い
57

2010.11 患者と家族のセミナーを１月に 森
開催

58
59

2011.2
2011.5

クリニック

カラオケ交流会のお知らせ ３ ビッグエコ 関内
月・６月に開催

ー

人工網膜世界の現況

不二門

尚 大阪大学

〃
〃

１０

60

2011.8

単独歩行のための実践的基本動 中村

泰三 七沢ライト

作を（白杖講習）学ぶ
61

2011.11 一泊新年会のお誘い

〃

ホーム
横浜あゆみ

ー

〃

アイフェスタ２０１２in 横浜』 企業出展

ライトセン

〃

開催のお知らせ

ター

荘
62
63

2012.2
2012.5

iPS 細胞を用いた網膜再生医療

高橋

政代 理化学研究

〃

所
64

2012.8

「アイキャラバン in 沖縄」応援 沖縄支部

ー

〃

ツアーのお誘い
65

2012.11 神奈川支部のメーリングリスト 佐々木
ができました

66

2013.2
2013.5
2013.8

１１

送報道部
康

九州大学病

田中

和之

院

第 2 回働く世代のおしゃべり会 伊藤

2013.11 第１１回

〃

書館

博

開催
69

二

網膜色素変性に対する新しい治 池田
療法開発

68

〃

視覚障害者 の防災を 考える会 ニッポン放 日本点字図
（3.11 当日）

67

裕 役員

つえ 役員

〃

み
“ＲＰ”出前セミナー 幸区

川崎市

〃

眼科医院長

〃

修一 千葉大附属

〃

の報告
70

2014.2

当協会顧問の青木先生による講 青木

繁

演会開催
71

2014.5

網膜色素変性に対する臨床試験 山本
について

72

2014.8

病院

セミナー「全盲弁護士の夢のか 大胡田

誠 弁護士

〃

なえ方」
73
74

2014.11 ロービジョンセミナー開催のお 県ライトホ 県民センタ
2015.2

知らせ

ーム

ー

アイフェスタ開催のお知らせ

企業出展

県ライトセ

〃
〃

ンター
75

2015.5

最近の網膜変性疾患に対するア 小沢

洋子 慶應義塾大

プローチ
76

2015.8

〃

学

「子育て世代の女子会」の報告 伊藤

つえ 役員

〃

み
77

2015.11 知っておきたい視覚障害者の法 竹下義樹
律知識全盲弁護士）

弁護士・日
本盲人会連
合 会長

佐藤

孝

78

2016.2

アロマ教室（アロマで生活の質 後藤

実己 県民センタ

の向上を）
79

2016.5

〃

ー於

※2016 年 4 月 28 日日本網膜色素変性症協会（JRPS）が公益社団法人
として内閣府から認可される。
硝子体投与アプローチからの網 五十嵐

勉 日本医科大

膜色素変性の遺伝子治療
80

2016.8

学

ＪＲＰＳ神奈川設立２０周年記 ホテルキャ 横浜
念式典、11／27 に開催

〃
〃

メロットジ
ャパン横浜

記念冊子「生活の知恵（ダイジェ 剱持

智子 家族会員

〃

スト版」発行
81

2016.11 網膜色素変性症の白内障手術に 林

孝彰

東京慈恵会

対する考え
もうまくサポーター募集

〃

医科大学
ＪＲＰＳ本

ー

部
82
83

2017.2
2017.5

アイフェスタ２０１７in 横浜開 企業出展

県ライトセ

催のお知らせ

ンター

網膜色素変性症に対する、新規 池田

華子 京都大学病

神経保護治療法開発研究
84

2017.8

〃

院

網膜色素変性症に対する眼科医 菅原

岳史 千葉大附属

たちの挑戦
85

〃

〃

病院

2017.11 ミュージックパーティー２０１ 内田

知

役員

〃

孝

編集部

〃

暗所用電子メガネが開発されま ＨＯＹＡ

ー

〃

８（チャリティー）
86

2018.2

会報誌文字サイズが変わりまし 佐藤
た（16p→14p）
した

87

2018.5

（株）

※JRPS 神奈川会長の佐々木裕二氏が JRPS（本部）理事長に就任
網膜色素変性症の治療戦略の開 渡辺 すみ

東京大学

〃

地区交流会（西湘地区、県央地 役員

小田原、相

〃

区）開催

模原

発に挑む
88
89

2018.8

子

2018.11 視覚障害者向け防災セミナー開 白崎

正彦 支援会員

〃

催
90

2019.2

「全盲の私が家族を作る時」講 大胡田
演会開催

91

2019.5

〃

矢子

網膜色素変性に対するリードス 前田
ルー薬の開発

亜 歌手等

子

亜希 神戸アイセ
ンター病院

〃

１２

92

2019.8

つくしの会「落語観賞＆ランチ 塚本
会」開催

93

理恵 代表世話人

〃

幸区

〃

子

2019.11 『患者のつどい in 川崎市幸区』 役員
の報告

94

2020.2

※新型コロナウイルス感染拡大

ー

ー

〃

ー

ー

〃

働く世代のセミナー＆懇親会の 東京・ユー 東京於

〃

により予定事業中止
95

2020.5

※新型コロナウイルス感染拡大
により墨字版発行中止
報告

96

2020.8

ス共済

「社会モデルの考え方を知って 小泉
おこう！」

暁美 View-Net

97

2020.11 遺伝子検査のメリットとデメリ 堀田

神奈川
喜裕 浜松医科大

ットについて
98

2021.2

〃
〃

分岐鎖アミノ酸を用いた網膜色 長谷川

学
智 京都大学

〃

政代 （株）ビジ

〃

素変性症の新規神経保護治療に 子
向けた取り組み
99

2021.5

「網膜再生医療の動向」講演会 高橋
開催

１３

100 2021.8

3 歳でＲＰがわかった僕の人生 成澤
と働き方のとらえ直し

ョンケア
俊輔 （株）YOU
TURN 取締
役

〃

■JRPS 神奈川の活動
******************************************************

総合カレンダー
******************************************************
◆９月予定
９月９日（木） 令和 3 年度 横浜市瀬谷区難病講演会【中止】
★新型コロナウイルスの感染拡大により、講演会は中止となりました。
９月１２日（日） オンライン（ZOOM）ミニ集会 １３時～
◆１０月予定
１０月９日（土）※得々講座「成澤 俊輔氏」講演会 １３時３０分～
神奈川歯科大学附属横浜研修センター 7 階大会議室
（オンラインも併用）
※申込制になります。詳細は本文をご覧ください。
１０月２３日（土）※第１１回 西湘地区交流会 １０時～
おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ（ウメコ）１階
◆１１月予定
１１月１４日（日）
１１月２８日（日）

ミニ集会 １３時～ ７１１ミーティングルーム
会報発送作業

◆１２月予定
１２月１２日（日） ミニ集会 １３時～ ７１１ミーティングルーム
※この印の項目は、記事が掲載されています。
★コロナ情勢により、予定は変更される可能性があります。詳しくは当協会
のホームページをご確認いただくか、下記連絡先まで照会願います。
＜連絡先＞阿部 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
溝田 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
●ミニ集会および会報発送作業の会場（かながわ県民センター：電話０４５
－３１２－１１２１）は、横浜駅西口からヨドバシカメラのビルに向かって
進み、その手前の横断歩道を渡ったら、右に曲がります。１００メートル程
進んで、高速道路の先の信号のある交差点の左角の建物です。点字ブロック
が駅から敷設されています

１４

******************************************************

得々講座「成澤 俊輔氏講演会」のご案内
～３歳で網膜色素変性症がわかった僕の人生と働き方のとらえ直し～
******************************************************
役員

佐藤

孝

皆様、ＪＲＰＳ神奈川が主催する講演会のお知らせです。幼少期に網膜色
素変性症を患い、病気を受け入れその後、学生時代に独立し、現在も経営者
として社会の一線で活躍されている若きリーダーの成澤 俊輔氏をお招きし、
講演をお願いしました。
この講演会で、病気に対する向き合い方、困難を抱えて社会に貢献する勇
気と行動力などについてお話が聞けると思います。是非、皆様の参加をお待
ちしています。
新型コロナウイルスの感染拡大により、今後どのような状況になるのか予
測はつきませんが、１０月に講演会を予定しています。講演開催の準備は感
染対策を講じ、皆様の安全・安心を第一に考え、会場での参加とオンライン
参加の選択制で開催します。

１５

詳しくは、下記をご確認いただきご参加くださるようお願いいたします。

【 日 時 】令和３年１０月９日（土）
【 受付開 始】１３時
【 講 演 会 】１３時３０分開始
【 閉 会 予 定 】１５時
【 会 場 】神奈川歯科大学附属横浜研修センター
７階大会議室（１２０人収容）
※講演会は、会場参加とオンライン（Ｚｏｏｍ）参加を予定しています。参
加方法の説明は下段でご確認ください。
【 演 題 】
「3 歳で網膜色素変性症がわかった僕の人生と働き方のとらえ直し」
【 講 師 】成澤

俊輔（なりさわ

しゅんすけ）氏

＜成澤 俊輔氏・プロフィール＞
・佐賀県出身
・学生時代より株式会社ジェイブレインで経営コンサルティング・人材ビジ
ネス全般を経験
・２０１１年１２月より就労困難者の雇用創造に取り組むＮＰＯ法人ＦＤ
Ａに参画し、約８年半経営をする中で２０１６年ハーバードビジネスレビュ
ー「未来をつくるＵ４０経営者」に選出
・２０１７年日本で一番大切にしたい会社大賞実行委員会特別賞を受賞
・２０１８年株式会社ＹＯＵＴＵＲＮ取締役に就任
◆成澤さんからのメッセージ
現在僕は３６歳で、十数年
前に色や字がわからなくな
り、視力を失いました。3 歳
で病気がわかり、どんどん障
害は重くなっていますが、周
りの人に助けられ、自分の人

１６

生や働き方に多様な選択肢
が生まれてきました。
一人でアフリカに出張し
たり、複数の会社の経営をしたり、自分では想像もつかなかったような人生
を歩ませてもらっています。僕の考え方が、人との出会いや経験を通じてど
のように捉えなおされたかをみなさんに共有しながら、みなさんの人生が前
進するきっかけになることを願っています。
●参加費 会員無料
●定員

・会場参加

非会員５００円（ヘルパー等介助者無料）
先着６０名（収容人員の半数）

・オンライン参加

先着８０名

※オンライン参加（会員限定）
●申込方法
次の A）か B）のいずれかをお選びください。
Ａ）ＪＲＰＳ神奈川のホームページからの申し込み
ホームページにある「ＪＲＰＳ神奈川お問い合わせフォーム」より、以下の

必要事項をご記入の上、送信してください。
※申込時の記載内容です。
-----------------------------------------------【タイトル】 得々講座の申し込み
10 月９日参加希望
【本文】
1）会場参加 もしくは

２）オンライン参加

※１）会場参加の場合、誘導の要否をお知らせください。
誘導を希望される方に待ち合わせ場所、時間をお知らせします。
２）お名前、電話番号、居住地（例えば：横浜市）
-----------------------------------------------Ｂ） 電話でのお申込み
事務局（溝田：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）までお電話ください。
●参加方法

１７

お申込みいただいたメールアドレス宛に、当日にＺｏｏｍのアクセスＵＲ

Ｌをお知らせいたします。３日経っても連絡がない場合は、お手数をお掛け
しますが、お問い合わせフォームから確認してください。
◆オンラインに不安のある方
Ｚｏｏｍ会議システムの利用が初めての方、不安のある方は１０月２日(土)
までにご相談ください。
（ＪＲＰＳ神奈川会員のみ対応します。）
●申込締切日：令和３年１０月２日（土）
◆注意事項◆
・本イベントは新型コロナウイルス感染症拡大等の関係で変更をする可能
性がございます。当協会ホームページ等で最新の情報をご確認ください。
・会場は、可能な限り換気を行い、定員の半数を最大参加人数としています。
・手洗い、マスク着用の上、入室いただくようお願いいたします。
・当日、体調が悪い、微熱がある場合は、ご自身のため、周りの方にご迷惑
をおかけしないためにも参加をお見送りください。

・参加人数多数の場合、付き添いの方の入室に関して、事前にご相談をさせ
ていただく場合がございます。
**この講演会は「ＮＨＫ歳末たすけあい」の配分金により開催します**
******************************************************

第 1１回西湘地区交流会開催のお知らせ
******************************************************
小田原市 井手 章
新型コロナウイルスのワクチンの接種を皆さん済ませて終息を期待して
のご案内です。今回も協会の指導により、お楽しみの「昼食」の時間はあり
ません。昼食は交流会終了後に各自おとり下さい。
第一部は、前回同様「講師佐々木さんによる勉強会」の続きです。また第二
部は、３年前に企画した「回遊バス・うめまる号」を利用して（石垣一夜城・
鎧塚ファーム・早川漁港・かまぼこ通りなど）の見学コースを企画していま
すのでご参加をお待ちしております。
◆開催要項
【 日 時 】令和３年１０月２３日（土）１０時～１２時３０分
【 会 場 】おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ（ウメコ）１階
【 HP

】http://umeco.info/

【 電 話 】０４６５－２４－６６１１
小田原市栄町１丁目１番２７号
小田原駅東口駐車場１階
（小田原駅東口を右折１００ｍ先）
※直接、会場へ行かれる方は、１０時までに会場に入場下さい。
【お世話が必要な方の集合場所と時間】
ＪＲ小田原駅東口の改札口前、集合９時５０分
（お世話役：田上さんがお待ち致します。
）
【 定 員 】先着２０名
※会場の新型コロナウイルス対策の都合上、現時点では先着２０名の予定で

１８

すが解禁の場合は先着３６名になります。
◆交流会の内容
【第一部】
・１０時～１２時３０分（会議室７）
（１）１０時～１１時１０分
・挨拶、自己紹介、近況報告など
・医療関連、活動内容報告、行事予定、トピックス
（２）１１時１０分～１２時３０分
・「講師：佐々木さんによる勉強会」
患者と家族のハンドブックより、「網膜色素変性症」について
＜目次＞
●視覚障害者の概要(原因や原因疾患、症状について)
●福祉制度（日常生活用具や同行援護について）
●障害年金について
前回同様、質疑応答のスタイルで進めますので日頃疑問に思っていることが
ありましたら是非ご参加下さい。
●１２時３０分 解散

１９

会場のレイアウト変更に前後１０分ずつご協力をお願い致します。
※ご参考（昼食会場）
：昨年１２月にオープンした、
「ウメコ」横の総合ビル
１４階建て「ミナカ小田原」の３階に、フードコートがあります。ご利用下
さい。
【第二部】１３時３０分～１６時００分（自由参加）
・（石垣一夜城・鎧塚ファーム・早川漁港・かまぼこ通りなどの）見学コー
ス
回遊バス（うめまる号）（身体障害者手帳をご提示の方は無料、介助同行者
の方は５００円）
ＮＰＯ法人小田原市ガイド協会様サポート
●１６時 小田原駅

解散

◆事務局からのお願い
・当日はマスク着用でおねがいします。また、発熱・体調不良の方は参加を

ご遠慮下さい。
・会場には消毒用アルコールを準備していますが、ご自分用の携帯アルコー
ルをお持ちの方はご持参下さい。
●新型コロナウイルスの蔓延による、自治体、協会より催事中止の発出の場
合は、ＭＬ又は個人メールにてお知らせ致します。
連絡・申込先：井手

章

【 電 話 】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【 E-mail】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
**この交流会は「ＮＨＫ歳末たすけあい」の配分金により開催します**
******************************************************

第２６回定期総会の報告
******************************************************
会長

阿部 直之

新型コロナウイルス感染の影響がまだまだ収まらない状況ではあります
が、今年は６月１９日（土）、県民センター近くの神奈川歯科大学附属横浜

２０

研修センターとオンライン(Ｚｏｏｍ)を併用して、午前に医療講演会、午後
に定期総会を実施しました。コロナの影響が続く中、参加者がどれくらい来
られるか読めない状況でしたので、今年も事前に会員の皆さまに議決行使書
を送付し、回答いただいた分について議案毎に承認か否かを集計した上で、
当日はその賛否結果について発表しました。
今回は、議長に光法学さん、副
議長に森研紀さん、議事録署名
人に石井史子さんになっていた
だき、以下の通り全ての議案が
可決承認されました。
新型コロナウイルス感染がい
つ終息するのかわかりません
が、会員の皆さまの安全に
配慮しつつ、当協会の活動

（写真：総会会場の様子）

がスムーズに行われますよう、ＪＲＰＳのスローガンを胸に邁進する所
存です。引き続き、宜しくお願い申し上げます。
【審議結果】
議決行使書回答数１３２名（過半数６７）
第一号議案

２０２０年度事業報告

第二号議案

２０２０年度収支決算報告

賛成１３２、反対０
監査報告
賛成１３２、反対０

第三号議案

２０２１年度事業計画（案）

賛成１３２、反対０

第四号議案

２０２１年度収支予算（案）

賛成１３２、反対０

第五号議案

代議員の選出（案）

賛成１３２、反対０

なお、第四号議案につきまして下記の通り誤植がありましたので、総会
の場でも申し上げましたが、この場をお借りして改めて訂正申し上げま
す。大変申し訳ありませんでした。
【２０２１年度収支予算】

２１

支出の部 ２０２０年度決算
次年度繰越金（誤）
支出合計

571,095（正） 647,212

（誤）1,406,296（正）1,482,413

******************************************************

医療講演会の報告
******************************************************
役員

田中 和之

定期総会に先立ち医療講演会を開催しました。ご登壇いただいたのは、株
式会社ビジョンケアを設立し代表取締役社長に就任された高橋政代先生で
す。神奈川での講演は２０１２年以来。安全性だけではなく効果を判定する
第２ステージに入ったｉＰＳ細胞による網膜再生医療についてご講演いた
だきました。紙幅が限られるため、その現状と今後の取り組みを中心にダイ
ジェストしました。

「網膜再生医療の現状とこれから」
株式会社ビジョンケア代表取締役社長

高橋政代先生

思いもよらず社長になってしまいましたが、これは研究者として治療を作
り出すにはどうすればいいのかを真剣に考え、たどり着いた結果です。
会社をつくったのはなぜか。例えば、網膜色素上皮の治療をするというと、
普通の創薬では製品から考えるので１種類の製品をなるべく多くの人に使
ってもらおうとします。でも、それでは様々な状況の患者さんを治すことが
できません。同じ病名でも、患者さんによっていろんな病気のパターンがあ
ります。
私たちは網膜の外層の病気の患者さんならどんなタイプの疾患でも治し
たい。会社は、「すべての患者のためにあらゆる解決策を」というビジョン
を掲げる神戸アイセンターの一部で、すべての網膜外層疾患の治療法を１０
年でつくることを目指しています。
ここでまず網膜の外層とは何かを説明しておきましょう。網膜は眼球の奥
にあって光を受け取り脳に伝えるところですが、最初に光を受け取る視細胞
と、それをメンテナンスして生かしておく網膜色素上皮細胞の２種類の層を
外層と呼んでいます。視細胞が受けた光のシグナルを網膜の内側の層である

２２

神経細胞にリレーして、さらに視神経を経由して脳まで伝えます。
網膜の外層の視細胞と網膜色素上皮の層は血管もなく、２種類の細胞だけ
でできていて、網膜の内層に比べて単純です。最初に視細胞と色素上皮で着
手したのはこのためです。
２０１４年にｉＰＳでつくった網膜色素上皮を加齢黄斑変性の方に移植
し、自家移植の可能性とｉＰＳの安全性を世界に示しました。第２弾として、
他人のｉＰＳ細胞を使って網膜色素上皮細胞をつくっておけば、いつでも治
療ができます。ここまでは網膜色素上皮でしたが、本丸ともいえる視細胞移
植が去年始まりました。
２０１４年の色素上皮の移植は加齢黄斑変性で実施したため、網膜色素変
性の人は関係ないと思ったかもしれませんが、そうではありません。網膜色
素変性は視細胞の数が減っていく疾患ですから、視細胞を補う視細胞移植が
必要ですが、視細胞と網膜色素上皮はいわば持ちつ持たれつの関係で、片方
が悪くなるといずれもう片方も悪くなる。どちらが始まりかは別として、最

終的に両方悪くなる。ですから、網膜色素上皮の移植は網膜色素変性にもか
かわるものなのです。１種類の細胞だけでは解決しないため、視細胞と色素
上皮の臨床試験を平行して実施してきました。
いま臨床研究では病名自体を見直しています。網膜色素変性や加齢黄斑変
性はその昔、眼の奥を外から覗いて決めた病名です。その後、原因がわかっ
てきて、例えば網膜色素変性でも視細胞が原因なのか、網膜色素上皮が働か
ないことが原因なのか、が遺伝子診断でわかってきています。
病気や医療はジャングルの木のようにからみあい、複雑なのです。複雑で
すが、網膜色素上皮が原因の人は病名にかかわらず治したい。実際の移植に
ついて少し詳しくお話しましょう。
２０１４年の一例目は患者さんの皮膚からｉＰＳ細胞をつくって、そこか
ら網膜色素上皮をつくって移植しました。いまは皮膚でなく、血液からｉＰ
Ｓ細胞を作ることができます。
移植は、網膜の裏側に細胞を入れます。網膜の裏側（視細胞）と網膜色素
上皮細胞の間に水を注入して水膨れ状態を作り、そこに移植細胞を注入する
のです。細胞がいくらよくできても手術がうまくいないとだめですね。
１例目はすでに６年たっていますが、移植した細胞は生き残っていて視細

２３

胞を維持していることがわかっています。視力も変わらず維持しています。
この患者さんは手術までは注射の治療を続けても視力が下がっていました
が、手術で視力が維持できたと喜んでいます。
これまで合計で７例を実施していますが、いずれも予想通りの効果を上げ
ています。
２例目の臨床研究は他人の細胞ですが、免疫抑制剤を飲むと高齢者は副作
用がでる可能性があるので、飲まなくてもよいように、骨髄移植のように白
血球の血液型（ＨＬＡ型）を合わせる方法で、他人の細胞でも拒絶反応がで
ないように予想してやりました。２番目の臨床試験も安全性を確認する研究
だったので、視力に関してはそんなに上がることはないですが維持できてい
ます。
加齢黄斑変性の場合は注射による治療がありますが、再発が多いので通常
注射を繰り返すのですが、１例目のシート状の自家移植の場合は注射は不要
となりました。２番目の臨床試験ではシートではなくばらばらの細胞（懸濁
液・けんだくえき）を移植しましたが、多くの人で注射の回数が減っていま
す。

いまは第３弾の網膜色素上皮の移植をしていて、これは加齢黄斑変性では
なく、網膜色素上皮で治せる様々な病気をすべて対象とするという大規模な
ものになってきます。ここに網膜色素変性が含まれています。網膜色素上皮
が悪いから網膜色素変性になる人がいます。網膜色素変性の中では稀ですが、
そういう人が対象に入っています。
網膜の外層すべてを治すというのは、網膜色素変性のためだけなく、網膜
色素上皮が悪い人と視細胞が悪い人、すべてが入ります。いろいろな病気の
人が入ってくるわけで、例えば、ＲＰ６５などが原因遺伝子である網膜色素
変性の方は網膜色素上皮を移植することで進行を抑えることができます。こ
れまでの臨床研究と異なり、今回は５年間をかけて患者さんを募集していま
す。慌てる必要はありません。
対象となるのは網膜色素上皮が悪い方、それと視力０・３以下がひとつの
指標となっています。実際に今当てはまる方は、最初は０・０１などかなり
悪い方になります。
このように何回も臨床研究をやるのは、再生医療は細胞あるいは製品がで
きても、それを医療にしていかなくてはならないからです。手術の手技、患
者さんの選び方も大きく影響してきます。いわばトータルで医療にしなけれ
ばならないのです。

２４

５年間かけて実施する臨床研究でもまだまだどういう方に最も効くのか、
どのような細胞を移植すればいいのか、など日々一例一例で学びながら取り
組んでいます。まだ治療と呼べる段階ではないのです。ですから研究に協力
するという意識を持った方に参加していただきたい。ともすると、移植して
落ち着いたら、「検査にはもう来ません」ということがしばしばおこる。そ
うなるとその方のデータは使えなくなります。そういう研究への協力ではな
く、本当の治療をしてほしいという方は１０年待っていただきたい。
新しい技術が出現した際の期待と失望について考察した「ハイプ・サイク
ル」（米調査会社ガートナー）によると、あらゆる技術は想定よりも期待が
高まってしまう。それに気づくのが１０年あとで、バッシングの時期がきま
す。
ｉＰＳも山中伸弥先生がノーベル賞を受賞したあと期待が頂点に達し、現
在はｉＰＳはお金がかかるだけで思ったほど治療はできないという失望の
声が聞こえ始めています。私はこういう状況はやがてくると予想していまし

た。研究費は減らさせる
かもしれません。ただし
本当に必要な技術は生き
残ります。かつて遺伝子
治療もそうでした。ｉＰ
Ｓによる再生医療も必ず
生き残り、成果を上げる
と確信しています。

（写真：講演会会場の様子）
**この講演会は「ＮＨＫ歳末たすけあい」の配分金により開催しました**
******************************************************

２５

ミニ集会で『新型コロナウイルス感染体験談』を
お聞きした報告

******************************************************
役員

萩原

徹

去る５月９日（日）に開催しましたミニ集会において、第２部として新型
コロナウイルスに実際に感染された方の生々しい体験談を、皆さまとお聞き
する機会を持ちました。
当日は、東京においては緊急事態宣言、神奈川県においては蔓延防止等重
点措置発出中で、オンラインでの開催となり、２７名の参加となりました。
第１部は、いつもの「かながわミニ集会」で、参加者の皆さまの自己紹介、
近況報告、目の見え方の状況などについて、お話をいただきました。４月に
入会され、初めてミニ集会に参加された会員の方もいらっしゃいました。
続いて第二部として、「コロナ体験を聞く会」の時間を持ちました。お話
いただいたのは、逗子市を拠点とする音訳ボランティアグループ「やまばと
の会」の佐藤様です。

約３３分のインタビューの録音をお聞きした後で、オンラインでの質問に
お答えいただきました。発熱や発症の様子、頭痛や味覚嗅覚の消失、そして
当初は陰性だったこと、病院での対応のやりとり、感染経路と家族の感染、
時間の経過とともに増大する恐怖と鬱、後遺症への対応、神奈川県から生活
用品の給付、自宅療養でも医療保健の入院給付金が支給されたことなどなど、
生々しいお話でした。また、自分の感染経路から特に視覚障害者が気をつけ
なければならない点も話されています。
個人的には、発症した際に検査のため病院に行くとき、公共交通機関を利
用せず、自家用車がない私などはどうなるのかなと思いました。また、ＰＣ
Ｒ検査も療養が終了するときは行わないというのはビックリしました。
現在もＪＲＰＳ神奈川のホームページの会員専用ページで録音をお聞き
することができます。聞き逃した方は是非お聞き下さい。
******************************************************

JRPS カレンダー販売のご案内
～締め切りは、９月２６日です～
******************************************************
役員

伊藤

つえみ

今年もＪＲＰＳオリジナルのユニバーサルカレンダーが発売されます。
黒地に白文字のとても見やすい大判のカレンダーです。メモ欄も付いてい
ます。購入ご希望の方は忘れずにお申し込みください。
●ＪＲＰＳオリジナルカレンダー
【 サ イ ズ 】
約縦５５ｃｍ×横３８ｃｍ、１２枚
【

価

格

】１部＝１,０００円

（郵送の場合は１,６１０円）
【注文締め切り】９月２６日（日）

２６

【 注 文 先 】伊藤

つえみ

【 e - m a i l 】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【

電

話

】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(夜７時以降)

【お渡し日程】
１０月以降の当会の会場開催イベントで、代金引換にて手渡し(要事前連絡)。
郵送は、11 月末を予定しております。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、全て郵送となる可能性があ
ります事、ご承知おき願います。
******************************************************

会報誌編集部からのお知らせ
～会報誌の文字フォントの変更・編集スタッフのご紹介～
******************************************************
編集部 佐藤 孝

２７

皆様、ＪＲＰＳ神奈川が発行する会報誌をご愛読いただき、ありがとうご

ざいます。
今回、会報誌書式の変更、会報編集のスタッフのご紹介についてのお知ら
せです。詳しくは下記でご説明します。
●会報誌書式の変更について
会報誌を墨字版（印刷物）でご覧になる方にお知らせです。会報誌の変更
内容は以下の通りです。
１）文字フォントの変更
文字がより見やすくなるよう今までの MSP ゴシックからメイリオに変更
しました。メイリオは「明瞭」が名前の由来となっているフォントであり、
視認性、判読性が評価されて、鉄道のサインシステムや、高速道路の案内標
識に採用されています。
２）会報誌レイアウトの一部変更について
編集作業の容易性を高めるため、目次や各記事のタイトルの表示を、簡略

化しました。また、目次下の見出しは廃止しました。
●会報誌編集スタッフのご紹介
９９号会報編集時での、編集のお手伝いをしていただいているスタッフを
ご紹介します。森沖実央さん（ボランティア）、吉田明美さん（支援会員）、
剣持智子さん（家族会員）、小田勇人さん（患者）と私、佐藤の 5 人体制で
した。今号から長年お手伝いいただいていた剣持さんが引退され、新たに齋
藤雅之さん（家族会員）に加わっていただいています。なお、小田さんも今
号を最後に引退されます。お二人には長年お手伝いいただき、本当に感謝申
し上げます。ありがとうございました。
◆齋藤雅之さんの自己紹介です。
2019 年 4 月に会員になりました。ボランティア活動やこういった団体に
所属することは初めての新米です。よろしくお願いいたします。
なかなかイベントにご参加することできない方は会報誌で繋がっている
と思います。会報誌を待ち望んでいる方のためにも少しでもお役に立てられ
ればと思い、この度、会報誌編集スタッフに加わらせて頂きました。今後は、
日常において道案内等サポートできるスキルを身につけたいと思っていま
す。

******************************************************

横浜戸塚西ロータリークラブ様の例会の報告と御礼
******************************************************
中郡二宮町

板嶌 憲次郎

２００８年から長きにわたり当協会をご支援いただいております横浜戸
塚西ロータリークラブ様(以下、戸塚西ＲＣ)の 4 月１２日(水)の例会に参加
させていただき、本年も多大なるご寄付を頂いてまいりました。
戸塚西ＲＣ様におかれましては、２００９年の世界網膜の日

IN

神奈

川２０１２年に横浜ラポールで行われたチャリティーコンサートの際にも
物心共にご支援いただきました。例会では現在の治療方法の状況をお話しさ

２８

せていただきました。ｉＰＳ細胞をはじ
めとする再生医療や遺伝子治療、投薬に
よる進行抑制治療などについて、報道で
はとても前向きなことが書かれていま
すが、「実は私たちの目が元通りになる
ほどの治療ではないこと」、
「しかしなが
ら、着実に前進していること」
、
「ＪＲＰ
Ｓが発足した約３０年前には全くのゼ
ロスタートだったのがここまで様々な
治療方法のアプローチが進んでいるこ
と」
、
「それは間違いなく皆様のご支援の
おかげであること」をお話させていただ
きました。またちょうどその時期は、ｉＰＳ細胞を用いた新たな再生治療の
アプローチが発表されたこともあり、戸塚西ＲＣ様の会員様より質問をいた
だきました。
このように、私たちの疾患に対して意識を向け心を寄せていただけている
ことは本当に心強くありがたいことだと感じました。

２９

最後にこの場をお借りして、横浜戸塚西ロータリークラブ様に対し深い感

謝の意を表すとともに今後ともご支援ご鞭撻賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
患者の皆さん。このように私たちを応援してくださっている方々は実は周
りにたくさんいらっしゃいます。日々いろいろなことがあるでしょうが、み
んなで頑張っていきましょう。

******************************************************

サキサキ先生の簡単パソコン活用講座（２2）
～Microsoft Edge を PC-Talker で使う～
******************************************************

役員 佐々木 裕二
２月の記事で「Internet Explorer から新しいブラウザーへ乗り換えが必
要になります」と書きましたが、今回は Microsoft Edge（エッジ）の音声

環境＝キーボード操作による基本的な使い方についてご紹介します。ただし、
Edge のバージョンや設定によって操作が異なりますのでご了承ください。
●Edge のキーボードショートカット
メニューを開く

Alt ＋ Ｆ
または F10 →

Enter キー

アドレスと検索バーに移動

F4

または Ctrl ＋ Ｌ

お気に入りメニューを開く

Ctrl ＋ Shift ＋ O

（このショートカットがない場合が
あります）
お気に入りに登録
新しいウィンドウでリンクを開く

Ctrl ＋ Ｄ
リンクで Shift ＋ Enter キー

ウィンドウを閉じる

Ctrl ＋ F4

履歴を開く

Ctrl ＋ Ｈ

表示を拡大

Ctrl ＋ ＋

表示を縮小

Ctrl ＋ －

拡大・縮小をリセット

Ctrl ＋ ０(ゼロ)

●PC-Talker の便利なコマンド(マニュアルはマイサポートをご覧下さい)
テキストを選択

Ctrl ＋Shift ＋ 左右矢印キー

選択文字列をコピー

Ctrl ＋ C

読み上げた項目をコピー

Ctrl ＋ Alt ＋ M

次の見出しに移動

H
（見出しをジャンプでき便利です）

次のテキスト入力

E
（検索ボックスなどへジャンプでき
便利です）

●Internet Explorer の設定を引き継ぐ方法
使い慣れた Internet Explorer のお気に入りやクッキー（Cookie）、パス
ワードなどをインポートして引き継ぐことができます。
①

Ctrl ＋ Shift ＋ O キーを押してお気に入りメニューを開く

②

上矢印キー で その他のオプション を選択→ Enter キー を押す
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③ お気に入りのインポート→ Enter キー を押す
④ インポート元○○ で Enter キー を押す
⑤ Shift ＋ 上下矢印キー → Microsoft Internet Explorer → Enter
キー を押す
⑥ インポートする項目を選択してください で希望の項目にチェックを
入れる（通常は全てチェックしてかまいません。）
⑦ インポートの確認 で Enter キー を押す
⑧ 完了と読み上げたら、 Ctrl ＋ F4 でタブを閉じて終了
●ＷＥＢ検索の方法
① F4 または Ctrl ＋ Ｌ でアドレスと検索バーに移動する
② キーワードを入力し、 Enter キー を押す
→既定の検索エンジンでＷＥＢ検索される
●既定の検索エンジンの変更方法
① Alt ＋ F で 設定など を開く
② 設定 を選択
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③ プライバシー、検索、サービス を選択
④ アドレス バーと検索 を選択
⑤ アドレス バーで使用する検索エンジン で検索エンジンを変更
→検索エンジンを変更することができる

●現在のページをお気に入りに追加する方法
① Ctrl ＋ D → お気に入りの追加ウインドウが開く
② 名前とフォルダーを確認する
※フォルダーは Alt ＋ 上下矢印キー で変更できる
※新しいフォルダーを作成する場合
詳細ボタンを押す → フォルダーを作る場所を指定→ 新しいフォ
ルダーボタンを押す → フォルダーに名前を付けて保存する
③ 完了ボタンを押す
→現在のページをお気に入りに追加することができる
●お気に入りのページを開く方法

① Ctrl ＋ Shift ＋ O でお気に入りメニューを開く
② 下矢印キーで進むと作成したフォルダーが読み上げられる
（フォルダーは Enter キー で開き、お気に入りが表示される。
開いているフォルダーは Enter キー を押すと閉じる。
）
③ お気に入りのページを選択
④ Enter キー を押す
→選択したお気に入りのページが表示される。
●お気に入りを整理する方法
登録したお気に入りが増えてくると探し出すのに時間がかかるようにな
ります。そこで、フォルダーを作って分類し、見つけやすくします。
・マウスを使用する手順
① お気に入りボタン→お気に入りをクリック
② お気に入りのフォルダーツリーとリストが表示される
③ ドラッグ＆ドロップで整理
（新しいフォルダーの作成や名前の変更、削除もここから行える）
・キーボードのみで操作する手順
① Ctrl ＋ Shift ＋ B でお気に入りバーを表示
② Alt ＋ Shift ＋ B でお気に入りバーを選択
③ 左右矢印キー でフォルダーを選択
④ 下矢印キー でフォルダーの中に入る
（フォルダーの中に更にフォルダーを作っている場合は、右矢印キー
で開くことができる）
⑤ 操作したいお気に入りを選択
⑥ アプリケーションキー(注釈１)を押し、コンテキストメニュー（右
クリックで開くメニュー）を開く
⑦ コンテキストメニューの中に、切り取り、コピー、貼り付け、削除、
フォルダーの追加などのコマンドがあるので、目的の操作を実行す
る
→これを繰り返してお気に入りを整理する
注釈１）アプリケーションキーとは、四角の中に横線が３本入っている
イラストのキーのこと。ＰＣによってはアプリケーションキーがない
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こともある。
・右側の Ctrl キーの左隣にある
・ノートパソコンでは Fn キーと組み合わせることが多い
・ Shift ＋ F10 キーで代用できる場合がある
★Windows11 が発表されました！
６月２５日、年内後半に「新しい Windows1１がリリースされる」と発表
されました。タッチ操作でより使いやすくなったデザイン、Teams の統合、
アンドロイドアプリが使えるようになるなど大きく進化しているようです。
Windows10 からのバージョンアップは無償ですが、お手持ちのＰＣが対応
しているかどうかは以下のサイトのチェックアプリを使って確認してくだ
さい。
新しい Windows 11 OS へのアップグレード
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11
★この講座のバックナンバーをＪＲＰＳ神奈川のホームページに掲載して
います。
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******************************************************
ちょっと話してみませんか？（ピア相談のご案内）
******************************************************
心理相談員

板嶌 憲次郎

ピア相談とは、同じ境遇の人が悩みを抱えている人のお話を聞かせていた
だき、少しでも心を軽くお互い前を向いていきましょう、というものです。
同じ病気だからこそ共感しあえることがたくさんあるはず。そしてそれは
次への一歩につながると私たちは信じております。あなたも心の奥底にある
悩みを言葉にして吐き出して、少しでもこころを軽くしてみませんか。
私は、現在特定非営利活動法人

神奈川県難病団体連絡協議会(神奈川難

病連)のピア相談員を行っております。ここでの「ちょっと話してみません
か」の活動は、私がＪＲＰＳ神奈川内で個人的に活動させていただいており

ましたが、今後は「ちょっと話してみませんか」の活動を神奈川難病連のピ
ア相談事業(予約制)に一本化させていただきます。
また、神奈川難病連のピア相談員には私のほかにＪＲＰＳ会員でＲＰ患者
である石井史子さんも在籍しており、今後は２人体制でお話を聞かせていた
だきます。
予約方法は下記に示す申し込み先にご連絡下さい。追ってこちらからご連
絡差し上げます。その際、相談員の希望がありましたらご遠慮なく申し伝え
下さい。なるべくご希望に沿った形にできればと考えております。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
※ご相談の内容・個人情報については「守秘義務」を厳守いたします。
【対象】ＲＰ患者とそのご家族
■ピア相談員
・石井 史子 病歴約３０年
・板嶌 憲次郎
【ピア相談

病歴約３０年

申し込み先】 神奈川難病連事務局

受付日時：月～金 １１時～１６時
電話：０４５－６５１－０２５８
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(緊急事態宣言発令中は不在が多いため下記携帯電話にお願いします)
携帯番号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
また、神奈川難病連では、難病患者同士のおしゃべり会「難病カフェ」を
開催しております。こちらもお気軽にご参加ください。お待ちしております。
■難病カフェ
かながわ県民センター１５階、県社協第一相談室をお借りして開催の予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の為現在は対面での開催を控えて
います。そのためオンライン(Ｚｏｏｍ)で実施しています。
日時：毎週火曜日・第３土曜日 １３時～１５時
申込：難病連ＨＰの「難病カフェ・ピア相談 オンライン申込」のコーナー
から申し込んでください。
前日までにオンライン招待状をお送りします。お気軽にご参加ください。

お待ちしております。
対面・オンラインの実施は新型コロナウイルス感染症の状況により、今後
変更する場合があります。ＨＰをご覧いただくか、電話でお問い合わせくだ
さい。
******************************************************

読書の薦め
******************************************************
横須賀市 内田 知
■『空の轍と大地の雲と』 山田 深夜（やまだ しんや） 著
自衛官だった伯父に憧れ、陸上自衛隊に入隊した若者。だが、自衛隊の現
実に幻滅して除隊を決め、辞表を出した直後にあの東日本大震災が起きる。
未曾有の大災害を目の当たりにしながら、何も出来ずに除隊した後ろめた
さを抱えた日々を送る若者に、バイク好きだった叔父の知り合いから北海道
に来ないかと誘われる。叔父の形見とも言うべきバイクで、北海道へ向かう
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若者。
北海道を旅するライダーたちと出会い、何気ない言葉を投げかけられる。

旅先で起こる何気ない出来事やキャンプ場でのライダーたちとの一夜が、若
者の心に変化を与えていく。ライダースーツに身を包み、見た目はワイルド
でも、心の中は優しく自然を愛する者たちが、明日への道に迷った若者に何
を教え何を伝えたのか。物語の中のライダーたちの飾らない言葉が、読む者
の胸を熱くする。
■『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』
桜木 紫乃（さくらぎ

しの）著

北海道のとある町にあるキャバレーに、日々をなんとなく生きる若者が働
いていた。そんな彼の働くキャバレーのショーに出演する３人がやってきた。
「世界的有名マジシャン」
「シャンソン界の大御所」
「今世紀最大級の踊り子」
。
キャッチコピーだけは一流の売れないタレント３人。それぞれに切ない事情
を持ち寄って、不器用な４人の１か月間の同居生活。若者は、初めて経験す
る笑いと暖かさに満ちた１か月を過ごす。

だが、その生活も思いがけない事件とともに終わりを迎える。そして、物
語のラストシーン。一つの情景描写に、重なる若者の繰り返される同じ言葉
は、読む者に感涙の涙を流させる。
■『どてらい男（どてらい やつ） 第７巻 利殖篇』
■『どてらい男 第８巻 闘商篇』
■『どてらい男 第９巻 友商篇』
■『どてらい男 第１０巻 雄飛篇』
■『どてらい男 第１１巻 決算篇』

花登 筐（はなと

こばこ） 著

前号で紹介した本シリーズ。完結編となっていたので終わったと思ったら
サピエに 7 巻目が登録された。そして、次々とシリーズが登録され１１巻ま
できた。
てことで、第二部のシリーズの紹介です。終戦後、モーヤンは商店の再建
に取り掛かる。そして、モーヤンの前に立ちはだかる危機の連続。その危機
をどう乗り切って行くのか。モーヤンの活躍を楽しまれたし。
そして、どてらい男シリーズの最終巻となる１１巻目、どてらい男の真の
姿が描かれる。自分を支え続けて来た妻の急死。泣き叫び、もがき苦しむモ
ーヤン。どてらい男が、どてらい男と呼ばれるようになるには妻の存在失く
して語られない。妻を亡くして苦しむモーヤンの姿が描かれた１１巻目。ど
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てらい男を愛し続けた妻の姿を描いてシリーズは完結する。
■『聖の青春』 大崎

善生（おおさき

よしお） 著

難病のネフローゼに発症してしまった少年。少年は小学校にもまともに通
えず、自分と同じように死と直面している仲間と闘病生活を送っていた。
そんな彼の前に将棋というゲームが現れた。少年は夢中になって将棋を覚
えた。こうして、少年はプロ棋士となる。プロ棋士となった少年の実力はあ
の天才棋士・羽生善治のライバルとなるほどの力を持っていた。
純粋さの塊のような生き方と、ありあまる将棋への情熱。難病を抱えなが
ら将棋界に入門し、名人を目指し最高峰のリーグ「Ａ級」での奮闘のさなか
２９年の生涯を終えた天才棋士村山聖。ライバルたちとの友情・師匠と弟子
の関係を超えた師弟愛。そして一番近くから彼を支えた家族を通して描く哀
哭のノンフィクション。わが子が抱えてしまった病気は我が身のせいだと、
すべての日常を犠牲にして天才棋士を支え続けた父と母。

特に、原爆症の後遺症に苦しみながらも献身的な愛を注ぎ続けた母の姿が
胸を打つ。将棋に興味がなくても一読の価値あり。
■『アンブレイカブル』 柳

広司（やなぎ こうじ）

著

１９２５年、治安維持法成立。悪名高き特攻警察が、罪を捏造してまで捕
まえようとした者たちがいた。「蟹工船」の取材と執筆に熱中するプロレタ
リア文学の旗手・小林多喜二。軍事政権下ともいうべき世相の中、反戦を訴
える川柳を発表し続けた川柳作家・鶴彬。天才的な論考を発表し続ける稀代
の哲学者・三木清。国家権力の非道にも屈せず、自らの信念を貫き通した者
たちの戦いの物語。
テーマも重たい、ラストも重たい。それでも、ウッチャンが最後まで読め
た一冊として紹介させていただきました。日本の文学を、ジャーナリズムを、
哲学を学問として学んだ経験のある方は一読の価値あり。
■『刑事に向かない女』
■『刑事に向かない女

２ 違反捜査』

■『刑事に向かない女

３ 黙認捜査』
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山邑 圭（やまとも けい）著

警察行政職員を目指していたはずが、意図せず警察官となったしまった女。

仕事に身が入らないはずが、交通課で思わぬ優秀さを発揮して主人公は刑事
課に異動となってしまう。
そんな彼女の初仕事は、都内で女性の刺殺体が発見された事件の捜査だっ
た。刑事の仕事がいやでたまらない主人公が事件の裏にある闇を暴くのが 1
作目。
そして２作目は、杉並区のマンションで起きた絞殺事件に駆り出された主
人公。殺害された被害者の左耳が切り落とされていた。こんな現場に遭遇す
るから刑事はイヤだと思う主人公。さらに、コンビを組まされた若手刑事が
身勝手な動きを見せる。相棒となった刑事の行動に困惑しながらも主人公は、
事件の真相を追う。刑事になりたくない女刑事が掴んだ事件の真相とは？
３作目、元警察官の首吊り死体が発見された。元警察官は、強制わいせつ
罪で服役し、出所したばかりだったという。現場の状況から自殺として処理
しようとする警察。だが、主人公は言葉で説明できない違和感を感じて他殺
を疑い捜査を開始する。同時期に、警視庁副総監に呼び出された捜査一課の
刑事は、ある人物を内偵調査することを命じられる。

二人の捜査が交錯し始めた時、事件は思わぬ方向へ展開していく。刑事の
仕事がいやでたまらない主人公。果たして、そんな主人公が見い出した事件
の真相とは？
シリーズ４作、刑事になりたくなかった主人公の観察眼の鋭さを楽しまれ
たし。
■『あずかりやさん』
■『あずかりやさん

２ 桐島くんの青春』

■『あずかりやさん

３ 彼女の青い鳥』

■『あずかりやさん

４ まぼろしチャーハン』
大山

淳子（おおやま

じゅんこ）著

一日百円で何でもあずかってくれる風変わりなお店「あずかりやさん」。
店を訪れる客たちは、さまざまな事情を抱えて品物を預けていく。そんな不
思議な店の店主は、全盲の視覚障害者の若者だった。
2 作目は、店主の若者が、なぜこんな奇妙な店を開いたのか？その理由を
描いた店主の盲学校時代の物語。2 作目以外は、店に訪れたお客たちとの交
流を描いている。この描き方がなんとも胸に沁みる。
物語を語るのは、店に置かれている品物たち。店先でかかげられているの
れんが、流れ流れて日本に辿り着いた古いオルゴールが、店主が座っている
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座布団が、預けられたままの猫が、古い黒電話が、などなど…
物言わぬ者たちが店主を語り、物語を作っていく。ちょっとしんみり、心
が温かくなる連作短編集４作。最新作の 4 作目は、品物を預けに来たお客が
すごい。高倉健、緒形拳、石原裕次郎。この 3 人が預けに来たある物とは？
最新作の、3 人の大スターが登場する短編を読んでから 1 作目を読んでも
胸に沁みる感動は変わらない。
■『天に星

地に花』

帚木

蓬生（ははきぎ

ほうせい） 著

時代背景は江戸時代、物語の舞台は九州。
九州は久留米藩領のある村で、大庄屋の次男として生まれた少年が生死に
関わる病気を発症。その病気から救ってくれた医者に弟子入りして、独り立
ちできる医師になるまでを描いた歴史時代小説。
藩主の悪政に苦しむ百姓たち。百姓一揆を命がけで食い止めた若き家老。
日照り続き、大雨続きと悪天候に不作続きで苦しむ百姓たち。周囲の者たち

のわずかな喜びと、多くの苦しみを抱えながら生きる姿を見ながら少年は成
長していく。
作品名（
『天に星 地に花』）の言葉は父から伝えられ、二人の人物から言
葉の意味を教えられる。オランダから伝わった西洋医学・中国と日本で生ま
れた東洋医学と薬学。出産から歯の治療まで、病気と名の付く病気を治療し
ていた医者がいた。それも貧困に苦しむ者たちのために。そんな、師の姿の
後ろ姿を見ながら少年は、師の心を学んでいく。
再生時間２０時間、長いと思う前に物語に引き込まれて読み進めることに
なるだろう。主人公が「天に星

地に花」という言葉の意味を心に刻んだ時、

物語は大きく動き出す。

■投稿コーナー
******************************************************

みんなの川柳・俳句・短歌
******************************************************

３９

神奈川 ML のみなさん

祝：会報１００号【川柳】
◎ 感謝です 四半世紀の 積み重ね
解説：１００号は年４回発行ですから、２５年の歴史です。編集関係者の皆
様には心から感謝申し上げます。引き続き会員相互及び会員と会報との架け
橋として頑張って下さい。
●川 柳
【横浜市】

渡邊 千登世

＜会報誌１００号達成！おめでとうございます＞
１）会報は

未来を拓く 道しるべ

解説：これまで会報誌作りに携わってこられた大勢の皆様に深く感謝申し上
げます。
２）コロナワクチン

振り廻されて 予約する

解説：初めてのワクチンだから国中が混乱の極み、改善を求めます。

３）巣篭もりは ここまで来れば 気も萎える
解説：すべてコロナ次第の日常が疎ましい。
４）効果なし 緊急事態 繰り返す
解説：同じことを何度も繰り返すと人は耳を貸さなくなって自粛が疎かにな
る。ずっとこのままでいいわけがない。
５）片言で

トトロトトロと

孫はしゃぐ

解説：孫はトトロの大ファン。親子二代に渡って楽しんでいるようだ。
【横浜市】

清水 秀雄

１）巣ごもりの どっぷり感に 腹囲増す
解説：
「福井かー、行ってみたいなー」どころではありません。
１年半のステイホームで成長したのは腹の周りだけです。運動不足解消と言
っても口だけです。
２）二度三度 カラスのチュウに 声震え
解説：求愛ではありません。巣作り、子育ての時期、住宅地でも電柱に巣造
りしてカラスは警戒感を強くしています。被害者は何も悪い事をやっていな
いのに涙目でした。皆さんもお気を付け下さい。
３）また変異 コロナも必死

種の保存

解説：イギリス株、南アフリカ株、インド株等コロナウイルスも生き残るた
めに進化しているのでしょう。今後は共存していくと言われていますが、人
間も進化して対抗しなければいけません。
４）二刀流

一足先の

エキサイト

解説：大谷選手はやはり「持っている」選手です。米球宴で史上初、投手と
野手の二刀流で先発出場し、勝利投手になりました。リーグ後半の活躍が楽
しみです。これから始まるオリンピック・パラリンピックもしっかり楽しみ
ます。
５）喜寿通過 傘とお米が 手で招く
解説：人生１００年と言われている時代です。喜寿はまだ先がありますので
楽しく過ごしていきたいですね。健康に留意して頑張ります。ご同輩も一緒
に頑張りましょう。
【小田原市】 井手

章

＜１００号記念/世相川柳あれこれ＞

４０

１）会報誌

百号記念

おめでとう

解説：私はＪＲＰＳ神奈川２０周年の記念すべき年に入会しました。そして
また会報誌１００号記念にも参加できて光栄です。後３０年、１００歳まで
頑張ります。
２）梅雨空の 降水帯は 要注意
解説：７月３日伊豆山の土石流（山津波）、３年前の広島の土石流、昨年の
熊本（球磨川）の氾濫災害など、二酸化炭素による地球温暖化が影響してい
ると言われています。また、脱炭素（カーボンニュートラル）はどこまで進
むのでしょうか？
３）官僚の

道徳観は

どこへやら

解説：経済産業省のキャリア官僚の役員の二人が「中小企業給付金」を騙し
取り逮捕される。また、国税庁の役人７人が夜遅くまで会食していた。倫理・
道徳観の欠如に呆れてしまいます。
４）水際の

泡対策は

吹けば飛ぶ

解説：政府の「安心・安全」対策のオリ・パラ選手団はバブル方式での移動
で問題ないとのこと、穴だらけの「吹けば飛ぶような泡」でなければ良いの
ですが、心配です。

４１

５）止まらない 記録更新 ショータイム
解説：大谷翔平の７月１３日ＨＲダービーは再延長のフルコース、翌日のオ
ールスターゲームは１番ＤＨ/先発投手の二刀流、アリーグ５－２で８連勝、
大谷が勝利投手に。前半戦ＨＲ３３本、後半戦の活躍に応援しましょう。
ご参考:ＤＨ（指名打者、Designated Hitter、デザイネイティド ヒッター）
【横浜市】

吉川 弘

＜本誌１００号記念ということで、記念日をテーマにしました＞
１）海の日を こっちに移し

さあ五輪

２）過ぎた頃 そうだ父の日

いつだっけ

３）虫歯デー 無視して今は

総入れ歯

４）忘れたら 無事では済まぬ そうあの日
５）白寿まで 頑張れ手術 目が治る
解説：白寿まで２０年。無理でしょう。ただ、皆さんと顔を見ながら乾杯出
来る日は、もっとずっと早く来ると楽しみにしているのですが。

【相模原市】 武川
１）継続の

宏

力を示す

百号だ

解説：この会報も１００号の発行を迎えたとのことです。これは歴代の編集
スタッフの方々、会報発送作業に参加された方々、そして投稿された方々の
お力によるものですが、またＪＲＰＳ神奈川が発足以来力を合わせて、たゆ
みなく歩き続け発展してきた歴史でもあると思います。
２）梅雨空は まぶしさもなく 散歩でき
解説：梅雨はうっとうしいものと言われますが、ＲＰの私たちにとってはま
ぶしさもなく外出しやすい季節でもありますね。
３）ワクチンの 予約は孫の

手を借りて

解説：
「ワクチン予約は電話では何度やっても繋がりません。」と言ってる高
齢者の多くは、スマホやＰＣでの予約は難しく、「お小遣いをやるから」等
と言って孫に頼んだりするようです。
４）副反応

無くて心配 また増える

解説：副反応がちょっと心配だなと思ってワクチンを接種しますが、接種後
にまったく副反応が無くても、これはこれで本当にワクチンが効いているの
か？と心配になります。
【横浜市】

４２

森田 祐吉

１）コロナ禍で いつもどこでも 扇風機
２）扇風機

感染帽子に 金メダル

３）コロナ禍に 蝉の声にも
【小田原市】 佐々木

元気欠け

千代子（患者家族）

１）振り返り 後悔多き 事ばかり
２）でも今は 前を向いてと

いいきかす

３）電話鳴り 大事ないかと

母は言う

解説：テレビで報道されるような大災害が近くでおき、故郷の 90 歳の母が
心配して電話してくれました。
４）梅雨明けて 昨日と今日は 空違い
【横浜市】

原 邦夫

１）間に合った 記念の号に

詠みし句を

２）スイカ食べ 花火の音に

夏が来た

解説：味覚と聴覚で夏を感じた 1 句
３）また変わる みなとみらいの この景色
解説：大学の移転やロープウェイとどんどん増えて追いつけない
４）家こもり 高原の風 思いつつ
５）リニアカー 狭い国土で

なぜ急ぐ

６）フルムーン 二十四年後

また見たい

【横浜市】

佳純目

譲司

１）杖に足が お互いオッと

すみません

解説：お互いが驚きました、双方同時に「すみません」と謝りました。これ
で争いになりません。歩行時は杖側も気をつけなければいけないです。
２）生放送

エートアノーが

耳障り

解説：コロナ禍でのラジオやテレビではゲストの電話、リモート出演が多く
なりました。話の間にエートアノーがよく聞かれます。無意識に出るのでし
ょう。少し聞きづらいです。自分も話の間で出ているでしょうから、仕方な
いですね。

４３

３）チクンウーッ 片目開けたら もう終わり
解説：新型コロナワクチン接種です。けっこう痛かったな。ニュースで「ゼ
ンゼン」なんて言っていたが「やせガマン」であると判明しました。しかし、
感染した苦しさを思えば、なんのこれしきの事です。
４）自由だと メディアの取材 程々に
解説：報道の自由を楯に、外国の報道陣の選手や一般人に対する行き過ぎた
取材が心配です。取材活動は程々にして感染拡大防止に配慮願いたい。
５）無観客

丸く収めた 想定値

解説：オリンピックは最後の落としどころ「無観客」で決着したようです。
でも納得していない関係者もいるでしょう。一般の人は国内外ともステイホ
ームのテレビ観戦で応援します。
●俳 句
【横浜市】

浅井 進

１）海風に

揺るる紫陽花 八景ブルー

解説：八景ブルーは八景島にだけ咲いている品種の名前です。

２）雨を待つ 紫陽花の毬 風に揺れ
３）紫陽花の 葉裏に眠る 蝸牛
●短

歌

【横浜市】

森田 祐吉

1)会ができ

発行重ね

今となり 誰が百号 予期したろうか

2)会員の たゆまぬ努力 実を結び 開発速度

早まり嬉し

解説：会創立時、治療法は遅くとも２１世紀初頭と言われていたが、やはり
ＲＰは、難病であることを再認識し、同時に、治療法の開発も着実に進んで
いることを実感した次第であります。
【横須賀市】 眞田
1）五月晴れ

京子

ふうわりと浮く

綿雲は 夏めく日光（ひかり）

受けて耀

う
2）新緑の

一際映える

3）目覚めては

山吹の 垂れ咲く花に

蝶の飛び交う

今朝も鳴くかと 耳すます 夜明けとともに オオルリの

声
4）珍客の 鈴を鳴らして 白猫は 菓子（あまい）匂いに

誘われ来たる

******************************************************

ウッチャンの落書きストーリー
自画自賛
******************************************************
横須賀市 内田 知
会報１００号おめでとうございます。
ここまで来るには、編集担当をされた役員、編集スタッフとしてお手伝い
してくださったボランティアのみなさんのお力があってのことだと会員の
一人として感謝の思いです。多くの方のご協力があって１００号まできまし
た。
しかし、会報が１００号まで来た真の功労者はなんと言ってもウッチャン
なのです。ウッチャンなくして、会報が１００号を迎えることはできません

４４

でした。何でかってか？わからないかな～。
わからないなら教えてあげましょう！
ＪＲＰＳ神奈川の会報創刊から、１００号まで一度も休載することなく投
稿文を掲載し続けてきたんですよ～。
凄いです！ウッチャンは偉いんです！！
ウッチャンが休まず１００号まで投稿してきたことを誰も気づかず褒め
てもくれません。なので、ウッチャンは自画自賛するしかない。
会報の創刊号を作ることになった時、いきなり
「ウッチャン、原稿を書いてもらうよ。タイトルは、あんなこと・こんな
ことで、ウッチャンの体験した面白いことを書いてくれ」
と言われ、軽く「はい」と答えてしまった。
ウッチャンは、全盲である。墨字で文章は書けない。さてどうするか？と
悩んだ結果、ホームヘルパーさんの力を借りる事にした。
週に２回、家事全般をしてもらうヘルパーさんに、自分の話を書き取って
もらう。文章や文法のおかしいところを指摘してもらって、頭の中で話を組
み立て直す。ヘルパーさんを使用できる時間は 2 時間。1 回で終わるはずも

４５

なく、週 2 回のうち、1 回は原稿作成に費やされる。ヘルパーさんにしてみ
れば、家事をしないでウッチャンの話を笑いながら書き取って、文章的にお
かしいところは変更するように指摘する。これほど楽な仕事はなかったに違
いない。
原稿が出来上がるのに１か月ほどかかる。調理を主にした家事一般の作業
が月４回もつぶれてしまうのである。そんな日々が、厚木で一人暮らしをし
ていた 6 年間つづいたのだ。
そんな暮らしも終わり、横須賀の実家に戻った頃、パソコンの需要が増え、
視覚障害者の日常生活用具の中に、ＩＴ関連の補助金が出るようになってい
た。補助が出るなら、とパソコンの購入を考えたウッチャンだった。しかし
パソコンの使い方を知らない。
そこで、佐々木パソコンスクールに無理矢理入学し、佐々木先生に優しく
丁寧に、ウッチャンのオヤジギャグを相手にしない厳しい指導を受けたので
ある。

ウッチャンは理由はわからないが、左半身が軽いマヒを起こして産まれた
らしい。そのためか、左手の指がうまく動かせない。指をキーボタンに置い
てもキーボタンに触れている感覚が鈍いのである。てことで、フルキー入力
で文章を書けない。余談であるが、点字は左手の人差し指を使って読む。だ
が、ウッチャンは点字の上に指を置いても、点字の凹凸を感じ取れない。な
ので、右手の人差し指で読むようにして点字を覚えた。感覚マヒと、５本の
指をキーボードの上ですべらせることができない。かろうじて動かせる３本
の指を使うしかない。よって、点字入力で文章を書く。
左手薬指 S・中指 D・人差し指 F に右手人差し指 J・中指Ｋ、薬指 L とキ
ーボードのホームポジションの一列にあるキーボタン６つだけを使って、英
数・カタカナ・ひらがな・あらゆる記号を書く。漢字変換は、PC-Talker の
設定を詳細音訓に設定してより詳しく調べて、間違いのない漢字を探す。
ローマ字入力で１０本の指をフル活用して文字を書くのより、点字入力の
方が 6 つのキーボタンを使うだけで済む。文字入力に関しては、自分は楽を
しているのかなと思ったりしていた。ただ、長くキーボードを叩いていると、
左手の指が動かせなくなるのが難点だろうか。そんなこんな苦労みたいなこ
とをしながら原稿を書く。
そして、キーボード操作より困ったことが起こる。ネタが浮かばなくなっ

４６

て、編集担当者に休載を申し出ることだ。ところが、ウッチャンの苦労も知
らず、休載は却下された。
「ウッチャンの投稿を楽しみにしている会員は多い。そんな会員をがっかり
させるような事はしないよな」
などと言われたら書くしかない。だが、書きたくても書くネタがない時も
ある。それでも、小さな脳みそを働かせて、1 回も休まず１００号まで書い
てきた。そんなウッチャンを「偉い！」「凄い！」と思わずして、会報は１
００号を迎えられるはずはないのである。
自画自賛である。
投稿文のタイトルは、「あんなことこんなこと・ウッチャンの体験記」か
ら、みのもんたの人気にあやかって「おもいきり体験記」に変更。そして、
現在の「落書きストーリー」へと変わってきた。タイトルは変わっても１０
０回も原稿を書き続けてきた。これは、やっぱ凄いのである。これまた自画

自賛である。
ウッチャンの投稿文は、実際に大人気であった。会報発送後のミニ集会で
は、集会に参加した会員さんたちから
「面白かった」と声をかけられる。
「ありがとうございます」と遠慮深く答えながら、心の中では
（面白くて当然、誰が書いたと思っているんだ！）
と胸をそり返していた。そり返すほどに面白い。これまた、自画自賛である。
会員の家族からも「毎回楽しみに読んでいる」と言われる。
会員である母親の同伴者としてミニ集会に参加していた娘さんから、ウッ
チャンのファンだと言われた。それじゃあって事で、デートに誘ってみた。
答えは
「デートするのはいいけど順番待ちだよ。これでも私モテるからね」と笑っ
た。
「おれの順番は何番目？」と尋ねると
「５０番目くらいかな」
「そこをなんとか、ベスト１０の中に入れてくれないかな」と頼むと

４７

「ウッチャンのファンだけど、デートの相手となるとちょっと考えちゃうな
ぁ」
と言われてしまった。
ミニ集会後の飲み会での事である。酒の席での与太話のようなものなのだ
が、そんな与太話でも、ウッチャンはデートの相手にはならないらしい。
もう一人、娘がファンだという会員さんがいた。でもって、こりもせずデ
ートの話をした。会員さんからの返事は
「ウッチャンの書いた話には興味はあるけど、書いた本人には興味がない」
と娘が言っていた。
と言われた。二人の若いおねぇちゃんに、おもいきり肘鉄を食らった。肘と
言うより、膝蹴りを食らったようなもんだ。
そんな悲しい経験をしながらもウッチャンは投稿文を書き続けた。フラれ
たのは、ウッチャンの性格の問題で投稿文を書き続けたのとは関係ない。そ
れでも声高らかに、自分を褒める。
「ウッチャンはエラーイ！」

誰も褒めてくれないので、自画自賛するしかないのである。
どこかにいるであろうウッチャンファンのみなさんへ。新型コロナウイル
ス感染症は続いています。ワクチンを２回接種したからといって、気を緩め
ず、身体の安全に留意しながらお過ごしください。
いるかいないかわからないファンを気遣う言葉をかけるウッチャンは優
しい人なのである。これも、自画自賛なのである。
神奈川の会報作成に携わってくださったすべての人に感謝！そして、ウッ
チャンに感謝！
最後まで自画自賛である。

４８

視覚障害者用福祉機器

/ メガネ・特殊メガネ 取扱店

目がご不自由な弱視の方へ
視覚に障害のある方や、見えにくくてお困りの方に
おすすめしたい商品を多数取り揃えております。
一般的にあまり出会う事のない商品を多数展示・販売をしております。
是非、ご相談や情報収集にご来店お待ちしております。

遮光眼鏡（医療用フィルターレンズ）
眩しくて見えにくい方に光の波長をコントロール！
無料で２週間貸出し個別に対応しますご相談実施中

高倍率ルーペ（拡大鏡）
常時、店頭に４５０種類ご用意 実際に見比べてくさい。

音声式･触読式時計
時刻を音声でお知らせする音声式腕時計や置時計
指で直接針を触わる事の出来る触読式腕時計

拡大読書器 据置型や携帯型など最新型拡大読書器を店内２５台用意
実物のデモ機をご用意！自分の眼に合った見え方、映り方をする使いやすい機種や用途で比べて探して下さい。

プレクストーク（視覚障害者用ポーターブルレコーダ）
音声図書館で借りたデイジー図書などの再生や音楽ＣＤを聴く、メモ録！最近はポケットサイズの小型も大人気

タッチボイス（ＩＣタグレコーダ）
触ってわかりにくい物にタグに音声でメモ録！

テルミ

（活字読み上げ装置）

ＳＰコード付の手紙や案内を音声で読み上げます！

電子ルーペ
持ち運べる拡大機能がある簡易機で大変便利です。

音声体重計･音声血圧計
音声で誘導して体重などをお知らせ。
音声機器はいろいろ便利にございます。

単眼鏡 弱視眼鏡 など

光学堂ロービジョンルーム
〒２２０－００５１ 横浜市西区中央２丁目６－５ めがねの光学堂内

毎週水曜日定休日

営業時間：am10:00～pm7:00

完全予約制：ご来店の際は必ずお電話でご予約して下さい。

０４５－２９０－００４８
詳しくは、http://www.kougakudo.jp/ 検索

光学堂 横浜市

アイネットワークからのお知らせ。

『 自分の家で体験していただけます 』
各モデルを体験していただく、２０２１年からの、新しい方法です。
各モデルを、貸出して体験していただくという方法を基本にします。
集まる場所へ行かなくても体験できるようにと、この方法にしました。
貸出の費用は送料、返送料を含め、すべて無料です。
アイネットワークでは、交流会などに参加し、見えにくい、見えないという方々の、
ご意見、ご要望をお聞きし、他社に無いもので、新しいモデルを開発し、用具を
選ぶとき選択の幅が拡がることを目指しています。
日常生活用具の、「活字文書読上げ装置」という項目で給付をうけられるモデル、
アイビジョンスピーチオがあります。ＳＰコードの解読が出来るだけでなく、新聞や本など
の活字文書も簡単操作で読み上げ出来るものです。拡大読書器とは別の給付項目
なので、手帳１級、２級の方は、拡大読書器の給付を受けておられる方も、給付申請
できるものです。給付限度額内の９９,８００円で、超過負担はありません。所得の有る
方は原則１割負担で９,９８０円の負担です。非課税の方は無料で給付を受けられます。
日常生活用具の、「拡大読書器」の項目で給付を受けられるモデルが有ります。
アイビジョンデジタルノート型。最新の高性能本体にカスタマイズして納入しています。
アイビジョンデジタル見る・聞く・テレビ画面型。32 型しゃべるテレビを無償付加します。
アイビジョンデジタル見る・書く・テレビ画面型。32 型しゃべるテレビを無償付加します。
32 型しゃべるテレビは在庫限りになります。在庫切れ後は別のメーカー製になります。
アイビジョンデジタル書見台型。上下左右に動く台にカメラ付き 10 型液晶モニタ搭載。
アイビジョンデジタル通帳読み上げ。この他、カメラ付き 10 型液晶の新モデルを開発中。
これらは給付限度額内の１９８,０００円です。所得のある方は１９,８００円の負担で、
非課税の方は無料で給付を受けられます。カタログ、読上げ機能付きのモデルには
紹介の CD も有ります。資料送付、貸出依頼の相談など、下記へお願いいたします。
読書器と活字文書読上げ装置で読める世界を拓く、 アイネットワーク有限会社。
電話＆ＦＡＸ 042-583-7450 携帯電話 080-8034-1163 担当は みやたけ です。
メール aivision@js7.so-net.ne.jp 〒191-0055 東京都日野市西平山５－２３－１２
商標に関して、スピーチオ、ＳＰコードは株式会社廣済堂の登録商標です。
しゃべるテレビは三菱電機の商品名です。
アイビジョンはアイネットワーク有限会社の登録商標です。

１９７１年 ８月 ７日
２０２１年 ８月

第三種郵便物認可（毎月６回

９日発行
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◆神奈川県網膜色素変性症協会（ＪＲＰＳ神奈川）が発行する会報誌が、
創刊から 25 年の歳月をかけ、100 号の節目となります。今号には「会報
誌の変遷」をまとめてみました。当協会は様々な活動を通し、その時点で
の最新情報や治療法をお伝えしたり、患者やご家族、行政機関や医療・福
祉関連機関に対し、疾患の理解、啓発を行ってきました。併せて患者同士
の交流の機会を提供する情報も発信しています。誌面の関係で十分にまと
められなかった点については、ご容赦頂ければと思います。また、創刊か
ら継続して記事を寄稿しているウッチャンこと内田知さん。記事タイトル
が変わっても、毎号書き続けてくれているからこそ、会報誌のラインナッ
プが充実し、読む楽しみが提供されています。今号「ウッチャンの落書き
ストーリー（自画自賛）
」で今までのご苦労が読み取れます。
（佐藤）
◆ＪＲＰＳ神奈川会報は下記の３形式でお届けしています。
変更を希望されるかたは、下記連絡先までご連絡下さい。
１）墨字版：印刷物、大きめの文字
２）デイジー版：デイジー形式の録音ＣＤ
３）メール版：テキストメール

５１

◆神奈川県網膜色素変性症協会（ＪＲＰＳ神奈川）連絡先
・事 務 局 溝田 隆之
〒２３７－００６７ 横須賀市鷹取＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
TEL・FAX：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・会
長 阿部 直之
〒２１３－００１１ 川崎市高津区久本＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
TEL：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（携帯１８時以降）
E-mail：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・編
集 ＪＲＰＳ神奈川編集部
E-mail：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
発行人

特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会
〒１５７-００７２東京都世田谷区祖師谷３-１-１７
ヴェルドゥーラ祖師谷１０２号室
http://www.rp-k.com

定価

２００円

