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頑張っている団体を応援しま～す
佐野市点訳サークルこばと会
佐野点訳サークルこばと会が出流原小学校で出前授業を行い、5 年生の皆さんが点字
について学びました。
第 1 部は、こばと会と一緒に点字の学習をしている視覚障がい者の小見喜彦さんが、
「視覚障がい」についての質問に答えました。
視覚を失った後、家の外へ歩みだす勇気を持つようになったきっかけは、面倒を見て
くれていたお母さんが亡くなったことだったそうです。現在はこばと会から点字指導を
受け、点字での読み書きができるようになってきました。
第 2 部は点字体験を行いました。4 年生の国語で点字のことを初めて知る児童も多い
そうです。点字は凹凸を利用し凸面を左から右へ指先で読み取っていきます。このため
凹面は逆さ文字の要領で反対になり、作業も右から左へと変わることになります。この
転換がなかなか難しい要素となっています。また「佐藤（さとう）さとー」のように、
表記と発音が違うものは一定のルールがあり、それを覚えないといけないそうです。受
講した児童もいくつかの決まり事を確認しながら「出流原小 5 年
で表し、難しさを体感していました。

質問に答える小見さん

〇〇

〇〇」と点字

点字体験

「頑張っている団体を応援しま～す」のコーナーでは、団体の活動を紹介しています。
事務局にお声がけいただければ、取材に伺います。どうぞご活用ください。

ここねっと利用者アンケート結果
新型コロナウイルス感染防止のため、活動に様々な支障が出ております。このような状況の中、登
録団体や個人の状況を把握し、今後に生かしていくためにアンケートを実施致しました。
回答率 団体 56.8%

個人 25.0％（令和 2 年 7 月実施）
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アンケートの中には・・・
Q,＜コロナ禍で活動にどのような影響がありましたか＞
・高齢者施設等、感染拡大防止のため、ボランティア依頼が来なくなった。
・総会が開催できず、書面議決となった。
Q,＜今後も感染拡大の防止や予防が必要とされている中、組織運営や活動を行っていく上でど
のような対策や工夫をお考えですか＞
・体調管理に留意し、マスクを着用、３密を避けた活動をする。感染予防の徹底。
・ICT 化の勉強会を希望する。
・会員限定での YouTube 配信や slack を活用している。

みなさんにご不便をおかけしておりますが、
ここねっとは利用制限をさせていただきながら開館しています。
・準備から退出まで活動時間は 2 時間
・体調の悪い方は、ご遠慮ください
・3 密をさけた活動
みなさん、一緒に感染を拡げないよう心がけていきましょう
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Q,<今後の活動において、課題やお困りごと、あるいは要望等がありますか＞
・コロナ禍の中で見通しが立たない。
・ここねっとがコロナ対応で休館していた際、印刷機を使わせて欲しかった。
・高齢化も進み、若い世代の活動への参加がなかなかなく、人員の確保に苦慮している。
皆様からの貴重な情報やご意見ありがとうございました。コロナ禍でのご苦労の様
子や工夫されている点などよくわかりました。今後もより皆様の活動に寄り添える
よういただいた情報を活かしていきたいと考えています。アンケ―トをお送りいた
だいていない団体・個人の方もまだまだお送りいただけるとありがたいです。

第１回ここねっとパネルコンテスト開催します
登録団体の皆さんが作成しているパネルのコンテストを後日行います。
優勝・準優勝の団体には、ここねっとから活動でお使いいただける賞品等を
プレゼント。9 月末にパネル作成講座も予定しています。この機会にパネル
の見直しをしてみませんか？

zoom

パネル作成講座
日時：令和２年 9 月 27 日（日）

de コミュニケーション

日時：令和 2 年 9 月 23 日（水）
19 時～21 時
場所：マリアージュ仙水
参加方法：①オンライン
②会場（10 名）貸出機器あり
朗読を楽しむ会（朗読サークル 凛の会）
日時：令和２年 11 月 28 日（土）
13 時 30 分～15 時
場所：市民活動センターここねっと
完全予約制：先着 15 名
11 月 1 日 10 時より受付開始
☆

大さじ４

塩小さじ１/2

ここねっとクリスマス会
日時：令和２年 12 月 5 日（土）～
13 時 30 分～15 時 30 分
場所：市民活動センターここねっと

「LINE」
（ライン）をご利用の方、ビデオ通

手軽で簡単、経口補水液の作り方

＜材料＞ 水 1000ml

10～12 時
場所：市民活動センターここねっと

砂糖

レモンのしぼり汁適量

砂糖を三温糖で作っても良いそうです。

話をご存じですか？また、最近「ZOOM」
（ズー
ム）もよく聞くようになりましたね。
どちらも、Wi-Fi の設定がしてあると、手軽

また、お好みに合わせて材料の分量を調整し

にみなさんのお顔を見ながらの会話が楽しめ

みてください。

ます。但し注意も必要です。Wi-Fi の設定がな
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3 つのトル（人との距離をとる・可能な

いと料金が大幅にかかります。ご自宅など、イ

場所ではマスクをとる・こまめに水分を

ンターネット環境の確認をしてからチャレン

摂る） 熱中症対策を

ジしてみてはいかがですか⁈
佐野市市民活動センター

ご活用ください
エコキャップはワクチンに！プルタブは
車イスに！身近にできるボランティアで
す。ここねっとでは回収を行っています。
ご協力お願いします。

ホームページ

＜ここねっと＞ ご来館お待ちしております
【開館時間】

火 ～ 土 曜：午前 9 時～午後 9 時
日曜・祝日：午前 9 時～午後 6 時

【休館日】

月曜日・12 月 29 日～1 月 3 日

