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愛媛県 四国中央市 土居町発！！ 

～❤ぴーなっつに想いをこめて❤～ 

                種をまこう 種をまこう 
      想いをこめて       

この地に芽がでますように 

人とのつながりと 

   あなたの心に花がさきますように 
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過ぎゆく年に 

想いをはせて。 

来る年のさらなる 

輝きをいのる１２月。 
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    四国中央市にて開催されました 

「要約筆記奉仕員養成講座」の報告をします！ 
 今人倶楽部にて毎週水曜に参加者二人ですが、細々と練習を続けてきました要約筆記ですが、今年度は市

の福祉計画に伴い初めて四国中央市にて要約筆記奉仕員の養成講座が開催されました。全部で１５回の講座

に参加させていただきましたので、その内容と感想をご報告いたしまーーす！ 
 
主催：四国中央市  
講師：新居浜要約筆記サークル MｉMｉさんから 山内さん・豊田さん 四国中央から井原さん 
場所：川之江文化センター １階会議室 
時間：毎週金曜日 １９：００～２１：００ 
人数：１２名 女性ばかり 手話サークルの方、ケアマネージャーさん、ヘルパーさんなど 
   みなさん、経験も様々で一人一人色々な動機をもって参加されていました。 
講座内容等： 
回数 開催日 科目 教科名  
１  8月 28日（金） 講義 開講式 聴覚障害の基礎知識 基礎知識 
２ 9 月 4 日（金） 講義 要約筆記の基礎知識 OHP の取り扱い 
３ 9 月 11 日（金） 講義 実習 要約筆記の目的 筆記実習 
４ 9月 18日（金） 講義 実習 話し言葉についての学習 筆記実習 
５ 9月 25日（金） 講義 実習 話し言葉についての学習 筆記実習 
６ 10 月 2 日（金） 講義 実習 要約筆記者の心構え ノートテイク 
７ 10 月 9 日（金） 実技 模擬講演会 

 
手書き要約筆記 
「OHP」を使って 

８ 10 月 30 日（金） 講義 パソコン要約筆記とは 
パソコン・タイピング基礎知識 
ＩＰtalk について 

９ 11 月  6 日（金） 講義 タイピングの練習 セッティングの練習 
ネットワークの作り方  
IPtalk をつかった練習 

１０ 11 月 13 日（金） 講義 IP アドレスについて 
表示用 PC・前ロールについて 

１１ 11 月 20 日（金） 講義 要約の方法 一人入力練習 
効率的な変換と単語登録 

１２ 11 月 27 日（金） 講義 実習 IPtalk の色々な機能について 
二人入力練習 

１３ 12 月 4 日（金） 講義 実習 IPtalk の色々な機能について 
二人入力練習 

１４ 12 月 11 日（金） 講義 実習 実践練習・チームを組んで要約筆記をする 
１５ 12 月 18 日（金） 講義 実技 実践練習「模擬講演会」  

閉講式 修了証書授与 

 
 
 
 
 
 
パソコン要約筆記 
 
「IPtalk」ソフト 
を使って 

はじめは、手書き要約筆記用に、透明シートにマジックで「あいうえお」を書くところから、講義で三原

則「速く・正しく・読みやすく」等を学びながら、話し言葉をわかりやすくどうやって要約をしていくかと

理解していきました。その要約技術は、後半のパソコンの要約筆記でも重要で基本となりました、ただタイ

ピングが早くできるだけでは駄目で、相手と息を合わせることや、機能の活用も大事であると学びました。 



受講の様子と受講の感想：講師の山内さん・受講者 鈴木 
 
 
 
 
 
 
様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 3 -
 

最終回では、本番同様に入力班（二人一組２ペア）・前ロ

ール班・観客に分かれて模擬講演会を実施しました。講

習の成果が発揮でき、スクリーンの文字に感動しました。

要約筆記講座に参加して ★鈴木 順子★ 
 毎週金曜は大変バタバタして忙しい一日になりまし

た。でもくたびれていたはすが、講座が終わる頃には

行く前よりも元気になってわくわくしながら帰り道を

急ぐ私がいました。 
 講座の中でいつも気持ちいっぱい楽しく教えてくだ

さる講師の先生だけでなく、一緒に受講している方達

の、意欲・探究心・興味の深さなどにたくさん刺激を

うけました。内容自体にも想像以上に専門性の高い後

術が必要というだけでなく、そこにはいつも根底には

聴覚障害のある方の目線にたった思いやりや配慮が流

れていて感動しました。そんな事を毎回感じながら、

より要約筆記にはまっていきました。そして今回の講

座で、同様に要約筆記のおもしろさを体感していただ

いた方がたくさんでき仲間ができました。四国中央市 
でもそのつながりが花開いていきますこと願っていま

す。 
 講座を開催くださいました四国中央市福祉課の

方々、新居浜から通ってくださった講師の方々、そし

て受講生のみなさん、本当にありがとうございました。

これからもよろしくお願いします。 

四国中央市要約筆記奉仕員養成講座を終了して 
暑かった夏から季節は移り錦秋の候へ、そして師走

になって講座終了の運びとなりました。仕事を終え

て受講される方もいて大変だったでしょうが、熱心

な皆さんに押されて新居浜から１１号線を走らすこ

と１５回。四国中央市での理解もたかまっているこ

とと思いますので、今後聴覚障害の方達の情報保障

が皆さんの手によって広まることを楽しみにしてお

ります。         講師 山内節子

後半のパソコン要約筆記時の様子です。一人一人がパソ

コンを使い、テキストに IPTALK を練習していきました。



うに 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

パソコン教室 

毎週土曜 13 時～17 時まで 

月額 8000 円 会員 5000 円 30 分 500 円 

時間内フリータイムで好きな分だけ学習できま

す。ワード・エクセル以外にも、分からないところ

を質問してください。 

 ０９０－６２８１－６０８６  

パン工房「ともむぎ」 

いつもパンのお買い上げありがとうございます。 

お客様の要望に合わせてクッキー･焼き菓子の詰め

合わせ（１０００円～）させていただいています。イベン

トなどの際には 

是非お電話ください。 ０８９６－７４－２９９１  

バリアフリーマップ 情報募集 

今人倶楽部では四国中央市内におけるバリアフリ

ーの状況を調査しホームページに紹介していこうと思

います。まずは公共施設からはじめようと思います。 

 現場の状況や使用感・写真・感想などを送っていた

だける方を募集しています。 

 送っていただいた情報は、ホームページ内で誰もが

情報を共有できるように公開させていただきます。 

今人倶楽部 定例会スタートしました！ 

これまでは総会等の年に何度かしか集ま

って話す機会がありませんでした。 

それでは、なかなか課題解決にむすびつ

かないと、１２月から毎月一回は集まる時

間をつくることになりました。そのご案内は

会員の方には毎回日時等お知らしますの

で、ぜひおいでてくださいね。 

 
お手伝いいただく方、参加希望者は、拠点に顔を出して 

いただくか、連絡先にお電話ください。お待ちしています。 

廃品回収より 水曜日の午前中、一緒に廃品集めて下さる方。 

ともむぎより パンづくり、パンの配達、販売のお手伝い。 

にじいろより 遊ぶ会にきてください。毎月募集内容は四国中央市 

ボランティアセンターホームページにアップしてます。 

連絡先 090－7626－5941 鈴木まで 

 ＨＰより 情報や写真をメールで送ってください。 

 ホームページ内・つうしんで紹介させていただきます。 

ボランティア募集

今人倶楽部の会員募集中 

年会費 正会員 １万円 

賛助会員 3000 円 

●会費振込先 郵便局 

加入者名 特定非営利法人 今人倶楽部 

口座番号 0166-9-37918  

●手数料無料の振込用紙も用意しています。 

事務局までお問いあわせ下さい。

現会員の多くは他に仕事を持ちつつ、自分の空き

時間を使って活動していますので、歩みがゆっくり

なのです。もっと皆さんに知っていただき、多く

の方に関わってほしいと思っています。 
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発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部 
〒７９９－０７０２ 

愛媛県四国中央市土居町小林1785-1 

ＴＥＬ：0896-74-2991 

ＦＡＸ：0896-74-6910 

HP：http://imagine-npo.com

Mail：info@imagine-npo.com

 

代表 吉原 敦 

編集 鈴木 太 

鈴木 順子 

 

《 編集後記 》 
 2009 年も終わっていこうとしていま

す。今年もゆるやかではありますが、年

に３回の通信発行が実現できました。そ

の他の活動も細く長く、楽しんで続けて

いくことができました。「継続は力なり」

を実感する一年でした。 
 2010 年はその力が、みんなの共有の

ものとして整理されてパワーアップす

ることを願っています。 
 来年もたくさんつながりができる素

敵な一年でありますように。 
            鈴木 順子 

 

http://imagine-npo.com/
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