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発行が遅くなりましたが、令和 2 年度のペンペン草の機関紙です。 

今年もどうぞよろしくお願いします。 

 

まずは、ペンペン草会長より、新年のご挨拶をいただきます。 

 

 
 

“新年を迎えて” 
 

 ペンペン草 会長  

皆さま 明けましておめでとうございます。今年こそ皆さま、そして日本中、世界中

の人々にとって、健康で明るい年となりますように。 

ステイホーム、ソーシャルディスタンス、そしてマスク…に明け暮れた 2020 年。

2021年もまだまだ明るいニュースはなく、一気にすっきりというわけにはいかない

でしょう。ペンペン草の活動も なかなかスムーズにはいかず、例会の日数や時間を

減らしたり、アクリル板を購入したり。これで距離ができてしまうことも心配です。

それでも通訳の現場では 密も避けられない場面があり悩ましいところです。 

しかし マスクの弊害―口元が見えないので聞こえない人への配慮が必要、文字で伝

えることが必要といったことが、ニュースや新聞で取り上げられ話題になりました。

この配慮が継続し浸透されることを願います。そして聞こえない方がストレスなく、

要約筆記や文字表示を利用できる社会になることを切に願います。  

NPO 信州難聴者協会（信州難聴）は、昨年春からコロナ禍での要約筆記者養成講座

の開催に悩み検討した結果、2020 年は中止としました。是非とも 2021 年度は開

催できるようにと、講座運営委員会では準備中です。将来はオンラインでの開催も視

野に入れていますが、なかなか難しいところです。 

昨年ペンペン草では初の ZOOM 会議を試みて、新しい生活とはこのことかと実感し

ました。画面上でも顔を見ながら話せる、通じるというのは大切なことですね。難聴

者の方と ZOOM で気軽に話せたら…という願いも持ちました。この場合 PC での文

字入力、手書きなら OHC 利用などで文字表示が必要です。今年は難聴者の方とのオ

ンラインでのやり取りに挑戦してみませんか。 

どうか 2021年が健康で明るい年になりますように！ 

ペンペン草 
塩尻要約筆記グループ機関紙 66 号：令和 3 年 1 月.  
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●手書き班 活動報告 

（簡単に(^^)） 

 

今年度は、コロナウイルス感染症の拡大で、なかなか思うようにペンペン草の活動が

できていません。 

4月に令和元年度の総会が中止になり、総会資料をメールでやり取りすることになり

ました。その後も、難聴者の方々との交流会やクリスマス会も中止になりました。 

 

手書き班では、例年より回数を減らし、7月から例会を始めました。 

以前より例会でおこなってきたこと、聴覚障がい者が置かれている状況を考える、要

約筆記の練習、などに加えて、以下のようなこともおこないました。 

 

◎ステイホーム期間中の生活について順番に話し、ノートテイク。 

断捨離やピアノの練習をしたという方、野菜や綿や味噌作りに励ん

だという方、おかめインコを飼い始めた方や、ネットを使用して大

学の講義を行なって苦労したという方もいらっしゃいました。 

私も久々に簡単なケーキ作りなどをしました。 

コロナウイルス感染症という非常事態によって、 

皆さん、普段とはまた違った生活を送られたようです。 

 

◎Zoomの使い方を学習し、Zoomで例会を開催。 

手書き班でも Zoomを活用しようということで、 

10 月の例会ではパソコン班のＭさんにご協力をいた

だき、Zoomの操作について学習しました。 

11月は Zoomでのオンライン例会をおこないました。 

参加者全員、なんとか無事 Zoom につながり、皆さん

のお顔を見ながら話をして、漢字のクイズなどを楽しみ

ました。久しぶりに例会に参加してくださった方もいて、

とても有意義な時間を過ごすことができました。 

今後も Zoom を利用した要約筆記について学習するな

ど、一層知識を深めていければと思います。 
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●パソコン班 活動報告 

○6月 28日 

オンラインにて勉強会を開催。 

 ＶＰＮソフト「SoftEther VPN Client」を利用して、『PacketiX を使った IPtalk

遠隔入力の方法』を確認。遠隔での連係入力の確認。 

 Zoomで音声を聞きながら、連係入力練習。 

○7月 26日 

 前月に引き続き、オンラインでの勉強会。 

 Zoomに通訳画面を表示する方法の確認。カメラの利用、仮想カメラアプリの利用、

Zoomの画面共有機能の利用。見やすさなどを確認。 

 連係入力練習を行いました。 

○8月 23日 

 総合文化センターで勉強会を行いました。 

 連係入力練習を行い、入力した物を確認しながら表現の方法などをチェック 

しました。 

○９月 27日 

 総合文化センターにて勉強会を行いました。 

 1人入力・連係に有力の練習を行いました。 

○９月 17日・24日 

 塩尻市パソコン要約筆記入門講座へ情報補償として参加。 

○11月 1日 

 10月の勉強会をオンラインで開催。 

 ＩＰtalk の機能を利用した遠隔通訳の確認と練習。「WebConnectを使って在宅入

力する方法」の確認。どのような場面での利用が想定されるかの検討や利用者へど

のように表示されるかなどの確認。 

○11月 29日 

総合文化センターにて勉強会を開催。 

 連係入力練習と入力内容の確認。各ペアの入力画面を見比べて、表現や連係の仕方

などを確認しました。入力内容を振り返り、チェックしました。 

○12月 20日 

 オンラインで勉強会を開催しました。 

Zoom画面共有の音源を使っての一人入力練習 

Zoomの画面共有で IPtalk を表示（一人入力）し交代する練習 

OBS Studio の仮想カメラで Zoomに IPtalkを表示する方法についてでした。 
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●クイズコーナー 

今年度は交流会などが中止になって様子をお伝え出来ないので、手書き班例会の時に

担当者が準備してくれたクイズや漢字問題などを紹介します。チャレンジしてみてく

ださい。 

再挑戦になる方もいらっしゃると思いますが、答え 覚えているかな？？ 

 

（1）冬に関わる難読漢字に挑戦してみましょう。 

 

①山茶花 ②凩 ③霙 ④霰 

⑤公魚 ⑥湯湯婆 ⑦悴む ⑧皸 

⑨嗽 ⑩橇 ⑪馴鹿 ⑫注連縄 

 

＜ヒント＞ 

① 花の名前「♪かきねのかきねの・・」 

② ピューピュー 

③ ④空から降ってくる 

⑤諏訪湖で・・ 

⑥ポカポカ（「ゆばあば」ではありません） 

⑦寒くて手が・・ 

⑧「母さんの歌」に出てくる 

⑨外から帰ったら・・ 

⑩ ⑪クリスマスに関係あり 

⑫神社に・・ 

 

 

 

① さざんか ② こがらし ③ みぞれ ④ あられ 

⑤ わかさぎ ⑥ ゆたんぽ ⑦ かじかむ ⑧ あかぎれ 

⑨ うがい ⑩ そり ⑪ となかい ⑫ しめなわ 

 

≪（1）解答 ≫ 
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（2）同じ意味にするには「？」にどんな文字を入れればいいでしょう。 

 

①こ？み ＝ カ？？ダー ②え？が ＝ ム？？― 

③こ？か ＝ コ？ン ④た？ご ＝ エ？グ 

⑤あ？ま ＝ デ？ル ⑥か？く ＝ フ？？リー 

⑦け？り ＝ ス？？ク ⑧さ？か ＝ラ？？― 

⑨か？み ＝ ミ？－ ⑩て？な ＝ マ？？ク 

 

 

（3）「？」に「さ・し・す・せ・そ」のどれかを入れて言葉を完成させてください。 

①はや？らい？ ②かた？か？ ③う？ばら？ 

④？？ぺん？ ⑤は？や？め ⑥？－つけー？ 

⑦と？ょ？つ ⑧と？こ？？ば ⑨？ゅうかん？ 

⑩む？？？れ ⑪？う？？うあい ⑫？ん？う？んり 

 

 

  

①こよみ＝カレンダー ②えいが＝ムービー 

③こうか＝コイン ④たまご＝エッグ 

⑤あくま＝デビル ⑥かぞく＝ファミリー 

⑦けむり＝スモーク ⑧さっか＝ライター 

⑨かがみ＝ミラー ⑩てじな＝マジック 

 

 

 

 

①はやしらいす ②かたすかし ③うさばらし 

④さすぺんす ⑤はしやすめ ⑥すーつけーす 

⑦としょしつ ⑧としこしそば ⑨しゅうかんし 

 

≪（2）解答 ≫ 

≪（3）解答 ≫ 
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●リレーエッセイ 

 

私のお気に入り 

 

私は、ペンペン草の会に入って３年目になります。去年はコロナの影響で、思うよう

に活動もできませんでしたが、とにかく出席することに意義があると思い頑張ってい

ます。今年もどうぞよろしくお願い致します。 

ところで私は今、綿の栽培に取り組んでいて、今年で４年目を迎えます。 

最初のきっかけは、綿を作ってみたいと思い、種を購入しようとネットで探している

と、千葉県の布団屋さんで種を無料でくださるところがあって１８粒の種をいただき、

蒔きました。 

１年目はビギナーズラックでとてもよくできました。芙蓉の花に

似た小さな花が咲き、色もとてもきれいで、また白い綿毛もほわ

ほわとしていて、すっかりとりこになりました。綿繰り機（昔の

洗濯機の絞りローラーみたいな機械）で種と綿毛を分けるのはち

ょっと手間がかかりますが、お蔭様で座布団２枚分くらいたまり

ました。 

１０年計画で最終的には私の寝る布団を作ろうと思っています。（Ｙ） 

 

 

 

 

 

《編集後記》 

昨年は、本来なら東京オリンピックで盛り上がっているはずだったのに、コロナに振り回される 1 年

になってしまいました。一昨年の台風被害で、「当たり前だと思っている平和な日常生活の有難さを

実感します」と言った言葉を今回も繰り返すことになるとは・・ 

今年こそ、良い年になりますように。 

今年度はペンペン草もなかなか活動ができず、機関誌の作成が延び延びになって、発行が新年になっ

てしまい、申し訳ありません。 

機関誌に関して、何かご意見等がありましたら、ぜひお寄せください。 

今後も原稿のご協力をよろしくお願いします。（Ｈ） 


