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掲 示 板

障害者差別解消法施行後の公共図書館を講演

近畿視情協の研修会が６月16日(木)14時45分

から16時30分、当館４階会議室で開催。大阪府

立中央図書館司書の杉田正幸氏が｢差別解消法

施行後の公共図書館における障害者サービスの

取り組み｣(仮題)と題して講演。｢図書館利用に

おける障害者差別の解消に関する日本図書館協

会宣言｣を元にこのほど作成された｢ガイドライ

ン｣に基づいて、図書館のあるべき姿と課題が

語られます。会員施設以外の方も聴講歓迎(参

加費500円)。お問い合わせは、電話06-6441-00

15の当館内、近畿視情協事務局まで。

福本淳コンサート2016がメイシアターで開催

当館の利用者で、大阪を拠点に音楽の指導と

演奏活動を展開している福本 淳 さん(ボーカ

きよし

ル、ピアノ)のコンサートが６月25日(土)15時

から吹田市文化会館メイシアター中ホールで開

かれます。バンドと自作曲を歌うほか、視覚障

害の山下純一さん(ボーカル、ハーモニカ)など

がゲスト出演。前売2,000円(当日2,500円)ほか。

お問い合わせは、ケーエスインターナショナル

(電話06－6359－5024)まで。

熊本地震で被災した視覚障害者の支援について

熊本地震発生後、当館が加盟する全視情協で

は支援活動を展開し、当館からも岡田部長が現

地に赴きましたので、その報告を２頁に掲載し

ます。支援の概要としては、全国の点字図書館

の職員など約30人が現地に入り、熊本県点字図

書館を拠点に活動。熊本市の要支援登録者など

約700人、熊本県では被害が大きいと思われる

12市町村の約1100人の名簿を元に安否確認を実

施。約1500人に電話連絡し、繋がらなかった所

と電話番号のないお宅を訪問し、支援品を提供

したほか、保健福祉センターや役所、眼科医等

との橋渡しを行いました。その結果、連休中に

安否確認できたのは約1500人。今のところ、視

覚障害者の死傷者は出ていないようですが、こ

れから継続的な支援が必要になると思われます。

なお、日本盲人福祉委員会(電話03-5291-788

5)では、視覚障害被災者支援のための義援金を

募っています。郵便振替00100－8－729004、

｢社会福祉法人日本盲人福祉委員会｣。通信欄に

｢九州大地震被災視覚障害者支援｣と記載のこと。

他銀行から振り込む場合は、ゆうちょ銀行〇一

九店、当座、0729004、までお願いします。
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視覚障害者には｢避難所｣よりも｢壊れかけたわが家｣

熊本地震の支援対策本部参加報告

５月３日(火)から８日(日)までの５泊６日間、熊本地震の視覚障害者支援対策本部の活動に参

加しました。新幹線で博多へ、博多でレンタカーを借りて、支援対策本部が置かれた熊本県点字

図書館へと向かいました。熊本へ向かう直前に腰痛を発症してしまい、支援対策本部が置かれて

いる部屋が和室だったため、他の人が和室で雑魚寝しているのを横目に、夜はベッドを求めてホ

テルへ。しかも熊本市内のホテルは満室なので、久留米や有明まで１～２時間車を走らせ、翌朝

戻るという６日間でしたが、垣間見た現地の様子をご報告します。 (サービス部長 岡田 弥)

初動は早かった

今回の地震では４月14日の前震、16日の本震

の直後の18日には九州から２名、20日には岐阜

から１名の支援員が熊本入りし、熊本市や熊本

県との連携をはかった結果、非常に早い時期に

自治体からの名簿データをもらえました。また、

盲学校や市内の眼科スタッフの協力もあり、電

話での安否確認が速やかに行われ、私が到着し

た時点では、電話がかからなかった人の自宅訪

問と支援物品のお届けが活動の中心でした。東

日本大震災の際は、私が現地に行ったのが約１

ヶ月後、その時点で自治体からの名簿なしで安

否確認の電話をかけ始めたのですから、今回の

支援の初動は非常に早かったと言えます。

ダメージは見た目以上

支援対策本部には日替わりで10人前後が参加

し、原則として２人１組で車で現地を訪問しま

す。私も毎日違う人を相棒にして、宇土市、熊

本市内、宇城市、益城町などを訪問しました。

車から見える町並みは、益城町こそ多くの建

物が倒壊していましたが、他の地域は崩れてし

まっている建物は少なく、瓦が落ちてブルーシ

ートがかけてある家があちこちに見られるとい

う状況でした。しかし、普通に見える建物でも、

近づいてみると壁にひび割れが目立ちますし、

訪問したお宅でも屋内の土壁が剥がれ落ちてい

たり、室内のガラスが全部割れて動けなかった

という話をよく聞きました。中にはガラス戸一

面にガムテープを貼っているお宅もありました。

そして多くの方が｢余震が怖いから夜は車で

寝る｣｢夜だけ避難所へ行く｣などと話され、ま

だ大きな余震が来るのではないかと心配が重く

のしかかっているようで、見えない部分の被害

の大きさがうかがわれました。

住み慣れたわが家がいちばん

東日本大震災でもそうでしたが、視覚障害者

が避難所生活をするのは大変だということを再

認識しました。｢避難所に行ったが、１日で戻

ってきた｣と話された治療院をしている男性の

自宅には建物の検査結果が書かれた｢要注意｣の

黄色い紙が置いてあったり、｢危険｣と書かれた

赤い紙を剥がした後がある集合住宅の一室には

洗濯物が干してあり、玄関には白杖が置いてあ

るなど、危

険を承知で

自宅で生活

する方が多

いのが印象

的でした。

熊本市で

は自宅に住

めない障害者に優先的に住宅を提供することに

なったようですが、期間は６ヶ月間で、最長で

も１年とのこと。嬉しい施策ですが、新しい場

所での生活に“慣れ”が必要な視覚障害者の特

徴が全然理解されていないのが残念です。

要支援者データの管理は今後の課題

今回入手したデータは、熊本市に要援護者登

録している方、熊本県の被害の大きい12市町村

の身体障害者手帳の視覚障害１～３級の方のも

のでした。この身体障害者手帳のデータが曲者

で、電話番号がないので自宅訪問が必要です。

さらに、身体障害者手帳は等級の変更などがな

い限り更新がないので、とてもデータが古いの

です。実際、｢10年前に亡くなりました｣｢20年

前に引っ越してます｣といったケースが多数で

した。このあたりの防災用のデータ管理は自治

体に一考していただきたいところです。

センターのページ
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２０１６年度もよろしくお願いします～職員のご紹介

。 。 ）今年度の職員配置をご紹介します どうぞよろしくお願いいたします (写真説明は左から右の順

◆専務理事・館長・部長 ◆３階 総務フロア

竹下 亘 橋口勇男 久保田 文

(館 長) (専務理事) (製作部長)

福井哲也 岡田 弥

（副館長） (サービス部長)

前列:林田茂主幹、今村竹志、曽禰一子、加治川千賀子

後列:工藤ゆう 、岡本昇、正井和子、西井敦子(音声解説）

(共に全視情協事務局)

岡本職員の盲導犬◆５階 サービスフロア

前列:前北純弥、松本一寛、江島英夫、笹田大介、中山勝巳、上見美智子

後列:佐々木順子、花田潤子、竹田幸代、香川紀子主任、原田美貴、川口千代

◆６階 録音製作フロア ◆アルテビル分館 図書・情報係

神林 文、木田陽子、内藤流津(新人)､米村孝子

前列:中川亜希子、樋口あゆみ、谷口由紀主任

後列:福田直樹、山岡幸雄(新人)､杉原佳子

センターのページ
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◆８階 点字製作フロア ◆７階 メディア製作センター

前列：奥野真里主任､小原二三夫､長本 幹(MMD) 前列:小西美希、白坂マナミ(新人)、岡村佳子主任、

後列：土橋貞子､稲田久美､児玉智子(MMD) 稲継基子

瀧沢彰子(MMD) 後列：赤井智子、原 彰、林 昇、伊藤真資

※MMD：マルチメディアデイジー(電子書籍)担当

この「感謝報告」欄は､当センターの事業にご協力いただいた方々のお名前と内容を感謝を込めてご紹介

するものです。本号では2016年4月分を掲載いたします。大勢の皆様のお名前と幅広い活動内容を限られた

誌面に収めるため､見にくい編集や掲載順の一部変更､敬称の省略等をどうかお許しください。

        点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作

月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書4444

21タイトル71冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2016年4月号 3冊

点･校:金曜日グループ

JRニュース2016年5月号 3冊

点･校:金曜日グループ

生きるための選択(パクヨンミ) 5冊

点:野上満智子 校:G校正

校:平野 健

いま生きる｢資本論｣(佐藤優) 4冊

点:本条祐子 校:G校正

校:平野 健

沖縄の医師が教える糖質コント

ロール健康法(安谷屋徳章) 2冊

点:中沢由美子 校:木村寿子

校:篠原苑子

子どもたちのフランス近現代史

(天野知恵子) 2冊

点:篠原苑子 校:G校正

校:平野 健

怨霊とは何か(山田雄司) 3冊

点:雀部喜久子 校:G校正

校:橋詰玲子

型破りマラソン攻略法

(岩本能史) 3冊 点:長田啓子

校:G校正 校:平野 健

きっぷのルールハンドブック

(土屋武之) 4冊 点:待田敏彦

校:G校正 校:古谷豊子

キリンの子(鳥居) 1冊

点:本条祐子 校:G校正

校:平野 健

真田四将伝(清水昇) 5冊

点:井上重子 校:G校正

校:平野 健

自分では気づかない､ココロの盲点

(池谷裕二) 1冊 点:加尾美千子

校:今里みづ代 校:岡田允子

女装して､一年間暮らしてみました｡

(クリスチャン･ザイデル) 4冊

点:喜多冨佐子 校:福田真弓

校:小林陽子

新･自衛隊論(自衛隊を活かす会)

5冊 点:笹川雅子 校:G校正

校:平野 健

世界のしゃがみ方

(ヨコタ村上孝之) 3冊

点:黒堀比佐子 校:G校正

校:八木光子

腸をきれいにする奇跡の

｢煮あずき｣２(ムラキテルミ)

2冊 点:村田晶子 校:G校正

校:平野 健

天国からの電話(ミッチ･アルボム)

6冊 点:木下正義 校:宍戸邦栄

校:宗像真李子

ナイチンゲールの末裔たち

(荒木映子) 5冊

点:小原千賀子 校:G校正

校:岡田允子

鍼狂人の独り言(藤本蓮風) 4冊

点･校:G東医

旅客機の一生物語 (チャーリィ

古庄) 3冊 点:山本普実雄

校:G校正 校:都解節子

ロボットの悲しみ

(岡田美智男 他) 3冊

点:渡辺節子 校:松下柳子

校:橋詰玲子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書4444

13タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

Pot with the Hole

(プレム･ラワット) 1:52

音:寺下千秋 校:有末 道

金井典子 編:辻野玲子

安倍政権とジャーナリズムの覚悟

(原寿雄) 3:01 音:橋村惠子

校:西田芳美 木村純子

編:石井ふみ代

胃ろうとシュークリーム

(熊田梨恵) 7:20 音:嶋林茂子

校:金井典子 鳥山正彦

編:辻野玲子

かくれスポット大阪(吉村智博)

5:59 音:水谷和子

校:上月直子 荒木良子

編:辻野玲子

缶詰博士が選ぶ！｢レジェンド

缶詰｣究極の逸品36 (黒川勇人)

4:50 音:胸永幸子

校:竹下正子 小森佳津子

山崎千代子 編:辻野玲子

北町南町かけもち同心

(いずみ光) 6:36 音:前田綾子

校:伊志峰和代 鈴木惠子

寺下千秋 編:岡 香代子

黒田博樹男気の証明(堀治喜) 4:45

音:中嶋真弓 校:辻野玲子

町田美樹子 編:阪本由美子

三重スパイ(小倉孝保) 11:58

音:岡 香代子 校:谷澤耀子

吉川順子 山下富代

編:浅野雅子

新入社員に贈る言葉2015

(経団連出版) 6:26

音:小山久子 校:内藤かほる

桂 公子 本村英子

編:山崎千代子

深夜ラジオとひょうきん族と

(前田政二) 5:50 音:奥 幸子

校:辻野玲子 荒木良子

編:吉川順子

そして､生きる希望へ

(阿蘭ヒサコ) 5:40

音:中山道子 校:下山とよみ

鳥山正彦 編:上月直子

なぜ今ＬＡＷＳＯＮが｢とにかく

面白い｣のか？(上阪徹) 6:17

音:植田美穂子 校:米谷治子

吉川順子 町田美樹子

編:寺下千秋

一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話

(日野原重明 他) 2:57

音:坪田捷子 校:松浦洋子

木村純子 編:古跡眞知子

平成27年度国立国会図書館平成27年度国立国会図書館平成27年度国立国会図書館平成27年度国立国会図書館

学術文献録音図書学術文献録音図書学術文献録音図書学術文献録音図書

点字図書･録音図書全国総合目録.

2014年２号

点字図書･録音図書全国総合目録.

2015年1号

国立国会図書館製作学術文献

録音図書目録.2014年

吉田松陰全集.第3巻

吉田松陰全集.第4巻

吉田松陰全集.第5巻

吉田松陰全集.第6巻

吉田松陰全集.第7巻

本居宣長全集.第9巻

中村元選集:決定版.第12巻

おもしろ解剖学読本

小児科学

病気とともに生きる

意識の起源史

山本露滴遺稿

心情の敵対者としての精神.

第３巻 第２部

新･医療ビジネスの闇

現代語訳景岳全書:伝忠緑

現代語訳景岳全書:脉神章

現代語訳景岳全書:傷寒典

SNEジャーナルVol.19 No.1

岩波講座世界歴史.20

詩人井上靖

心情の敵対者としての精神.

第3巻 第1部

学術文献録音図書作業従事者学術文献録音図書作業従事者学術文献録音図書作業従事者学術文献録音図書作業従事者

青木千代美 荒木良子 有末 道

飯村紀子 石井ふみ代 石原英子

井駒多津子 伊東晴子 岩崎千佐子

岩谷友子 植田美穂子 遠藤敬子

大桑久美子 岡 香代子 小倉玲子

片岡珠子 桂 公子 金井典子

壁谷岑子 川端真知子 北川温子

河原眞知子 木村純子 久保洋子

栗本慶子 小林加代子 小林幸子

米谷治子 坂口幸子 阪本美紀

阪本由美子 佐久間かず子

佐々木マス子 澤田和代

嶋川真理子 下山とよみ 白石里佳

鈴木栄子 髙梨智子 髙室雅子

竹田佳代 夛田禮子 谷口伊都子

谷澤耀子 田主祥子 田宮恭子

辻野玲子 寺下千秋 寺田美枝子

杼村明子 鳥山正彦 中澤康子

長田ひとみ 西 典子 西田芳美

西村郁子 二宮真里 野村昭子

橋本順子 橋本万里 濵 欣子

濵名あきよ 浜本裕子 板東由美子

東 佳子 福島博子 外園朝代

本田睦子 前川祐子 町田美樹子

松井喜美代 松本紀代 三上 菊

水野順子 溝渕久美子 宮 清子

目連雅子 本村英子 山口孝代

山田喜志子 山中真理子 山見順子

山本雅子 横山時子 吉田典子

渡辺一枝 渡辺周子

        プライベート製作プライベート製作プライベート製作プライベート製作

点字図書点字図書点字図書点字図書

アロマテラピー検定公式テキス

ト1級(亀岡弘) 10冊

点:土曜日グループ 校:G校正

クリティカル シンキング･ロジ

カル ライティング 2冊

点:清水浩子 校:木村寿子

点字の図形(11種類) 1冊

点字の図形(6種類) 1冊

点:西山和子

ナンプレvol.6 1冊

点:浜田史子 校:細見康子
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感 謝 報 告

テキストデータテキストデータテキストデータテキストデータ

業務資料20150325

ﾃｷｽﾄ化:千徳節子

時報 平成24年5月号

ﾃｷｽﾄ化:西村佐世子

        定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物

『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』

2016年5月号発送

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

山田一弘

『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』

デイジー版2016年5月号 2:19

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

奥田美穂 小倉玲子 川端真知子

小林幸子 野﨑淳子 前田元子

的場操代 山崎千代子 山本 香

脇本登志子

『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』

デイジー版 2016年3月号 3:24

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 吉川弘美

澤田美那子 夛田禮子 田中英子

土井明美 長田ひとみ 南浦京子

録音版『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』

2016年3月号 デイジー版 2:35

カセット全2巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

2016年号外『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 0:08

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:板波キミ 筒井貴美子

西垣泰子 堀マサ子

2016年5月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:00

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:井川倭文子 板波キミ

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会=

岩井能理子 越智佳子 浦垣敏子

福井良子 岡西美幸

『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』

デイジー版2016年4月号 4:46

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 片岡珠子 桂 公子

金井典子 川端真知子 北川温子

木村純子 小林幸子 坂口幸子

阪本由美子 佐々木マス子

佐山敦子 嶋川真理子 下山とよみ

竹田佳代 夛田禮子 寺下千秋

寺田美枝子 西田芳美 二宮真理

橋本万里 浜本裕子 福島博子

松浦洋子 三上 菊 目連雅子

山見順子

『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』

デイジー版 2016年3月号 4:00

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』

大桑久美子 北川温子 小林加代子

福島博子 松本紀代 本村英子

横山時子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2016年3月24日号 9:57

大島幸枝 大塚しづ子 小倉玲子

上村裕子 川添美智子 岸田素子

久下悦子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 島 美緒

嶋林茂子 首藤和恵 関田通子

武市敦子 玉置明美 中地淳子

中村京子 中元友机子 橋村惠子

羽淵雅子 濵 洋一 掘邊絵梨子

前田元子 松浦洋子 密山一二三

吉田典子 編集 古跡眞知子

2016年3月31日号 9:57

大島幸枝 大塚しづ子 奥 幸子

桂 公子 川添美智子 川端真知子

北川由美子 木村 晶 木村瑛子

坂田嘉子 坂戸真由美 佐藤圭子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

柴田智美 首藤和恵 関田通子

高田郁恵 武市敦子 竹田光子

坪田捷子 中地淳子 中村京子

西岡千代子 橋村惠子 濵 洋一

濵 欣子 前川祐子 前田元子

真見奈津子 密山一二三

吉永英子 和田啓子

編集 町田美樹子

2016年4月7日号 9:10

岡村勝彦 柏木和子 加藤紀美子

上田啓子 木村加代 黒河典子

斉藤良子 正田潤子 中村千賀子

中村直美 中本和代 西田文子

野村美穂子 久富恭子 兵頭つね子

福井和子 福田佳代

編集 中本和代

2016年4月14日号 9:52

井尻府三重 入野朋子 上原多美子

奥 幸子 長村明子 加藤和夫

上村裕子 坂戸眞由美 阪本由美子

鈴木恵子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 田中葉子 武市敦子

中地敦子 中村京子 中本和代

羽淵雅子 林 由子 掘邊絵梨子

前田元子 八十嶋敦子 山本晴代

吉田典子 編集 古跡眞知子

新潮音訳協力グループ:

八幡市民図書館朗読ボランティ

アサークルよむよむ

グループN-BUN デイジー大阪

奈良県視覚障害者福祉センター

｢草笛会｣

        マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア

ＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹ

～一ツ橋綜合財団助成事業～

マルチメディアデイジー図書を

はじめとする当館の電子書籍は、

公益財団法人一ツ橋綜合財団の

ご助成により製作されています｡

◆マルチメディアDAISY図書◆マルチメディアDAISY図書◆マルチメディアDAISY図書◆マルチメディアDAISY図書

少年探偵７ 透明怪人

ﾃｷｽﾄ化:佐藤公平 山田理子

画像:足立佐紀子

DAISY編集･音(TTS):加藤珠子

DAISY校正:森田敏子

◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書

MONTHLY“日本一”明るい経済

新聞4月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦
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ICTことば辞典

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子

DAISY編集:山田理子

言語ゲームが世界を創る

DAISY編集:笠松幸彦

図解 四肢と脊椎の診かた

DAISY編集:笠松幸彦

人類学的思考の歴史

DAISY編集:森 美恵子

シンガポールを知るための62章

DAISY編集:酒井佐代子

◆テキストデータ◆テキストデータ◆テキストデータ◆テキストデータ

視覚障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ第15号

ﾃｷｽﾄ化:千徳節子 木原富子

視覚障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ第23号

ﾃｷｽﾄ化:新田 優 千徳節子

     音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説

ボイスぷらすボイスぷらすボイスぷらすボイスぷらす◆◆◆◆

ガイドCD同期

ライフ･オブ･パイ 松原 博

台本整理協力 那須由美子

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

録音製作録音製作録音製作録音製作

小林弘子 並木昌子

堀 マサ子 宮崎ナオヨ

［製作数］

新刊 13tl(CD 68枚)

他館 36tl(CD 280枚)

シネマ･デイジー 5tl(CD 25枚)

雑誌 7タイトル(962枚)

(『英語よもやま通信 『近畿視』

情協新刊案内 『子供の科学』』

『サイエンスかわら版 『読書』』

『週刊新潮 『日経パソコン ）』 』

整理･情報サービス整理･情報サービス整理･情報サービス整理･情報サービス

板波キミ 板谷照美 日下清香

鱗星千恵子

図書･情報サービス図書･情報サービス図書･情報サービス図書･情報サービス

足立宣美 飯村康志 板波キミ

板谷照美 片岡忠克 木畑紀子

帰村千恵 木村謹治 小寺高子

清水美枝子 武部はつ子

当房公子 野間絹子 逸見恵子

宮嶋昌代 森本益子 渡邊洋子

リノズ･マハルジャン若槻敬子

［茨木市バラの会］ 小椋美智子

菅野淑子 堂 晴美 永崎利恵

◆ 4月の貸出実績◆ 4月の貸出実績◆ 4月の貸出実績◆ 4月の貸出実績

点字 201tl ＦＤ 0tl

デイジー4474tl テープ 48tl

★４月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

国崩し(小林昌彦)

里の時間(芥川仁ほか)

ドクター･ハック(中田整一)

カラスの常識(柴田佳秀)

【デイジー図書】

女たちの曠野(山形暁子)

大阪名物 新版(井上理津子)

｢病気知らず｣の体をつくる

ビール健康法(大川章裕)

ある英国人が愛した素顔の

ニッポン(マルコム･デイ

ビッド･ワトソン)

情報システム情報システム情報システム情報システム

森田敏子

 対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング  

青木幹雄 荒河裕子 犬塚敬彦

井上惠子 岩見博司 上ノ山禎子

江口不二子 大坂陽子 大島幸子

置塩啓子 奥 幸子 奥井秀子

桂 公子 神谷考子 菊池雅子

岸田素子 北村優美子 倉都和子

黒瀬勝司 古賀和子 小杉洋子

佐藤美鈴 澤井 稔 島 美緒

神保克子 妹尾優香 田那辺優子

谷崎節子 田伏惠子 藤堂麻須子

中西淳子 中野龍子 中村京子

西田由美 直場徳宥 野村京子

橋本佳子 林 勇 廣岡敏雄

福島悦子 福田嘉寿憲 古木昭子

細井昌子 細見芳江 本荘一子

前田芳野 前田元子 増尾明子

増山多惠子 待田敏彦 松谷富子

眞野祥子 宮本和子 向井民子

望月 明 森田 陞 山内一子

山内紀代子 山崎 彰 山下喜美

山田栄利子

4月 利用者14人･64件

ボランティア61人

        パソコンサポートパソコンサポートパソコンサポートパソコンサポート

（ボイスネット）（ボイスネット）（ボイスネット）（ボイスネット）

【4月実績】

訪問(2件)

4/12･13 井上 茂 栗谷博子

例会 石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 辻岡恵子

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

児童点字図書製作グループ(児点図)

後藤正裕 阪田恵美子 野村和彦

鈴木ますみ

(敬称略をご容赦下さい)

----------------------------

◎ボランティア友の会世話人会報告◎ボランティア友の会世話人会報告◎ボランティア友の会世話人会報告◎ボランティア友の会世話人会報告

5月12日(木)10:00～12:00

出席：飯村 小倉 神谷 那須

前田 山見 山本

(館から、竹下 加治川）

<館からの報告>

地震対策等について

<協議事項>

ガイド体験会打ち合わせ

施設見学会の時期・場所の検討

<次回> 7月7日(木)10:00～

感 謝 報 告



バリアフリー映画会にご来場ください

６月11日(土) 大阪ステーションシティシ

『海よりもまだ深く』ネマにて映画館上映

ルクア11階(JR大阪駅直結) 、時間は未定。

６月25日(土)13:00開演、中央区バリアフ

リー上映会 無料)、大阪『愛を積むひと』(

市立中央会館(長堀橋駅徒歩５分)予約不要。

いずれも話題の映画を音声解説・日本語字

幕付きで上映。お問い合せは総務係まで。

今年度のボランティア世話人会のご紹介

３月31日のボランティア友の会第１回世

話人会で山本普実雄さんが代表に選任され、

ふ み お

今年度の世話人会がスタートしました。世

話人代表は当法人の評議員も務めて頂きま

す。皆様ご協力をよろしくお願いします。

世話人会の皆さん(敬称略)。前列左か

ら点字の前田裕子、山本普実雄(代表)、図

ひろこ

書･情報係の飯村康志(書記)。後列左から

録音の小倉玲子、山見順子(会計)、対面の

神谷考子、音声解説の那須由美子。対面

かみたにやす こ

の井上惠子さん、マルチメディアデイジー

の森美恵子さんはご都合によりご欠席。

一ツ橋綜合財団から今年度も多額のご助成

当館では、公益財団法人一ツ橋綜合財団

(相賀昌宏代表理事)より2005年度から継続

おうが

して多大なご支援を頂いています。今年度

も｢マルチメディアデイジーによる図書と

教科書の制作・提供、耳で観る映画「シネ

マ・デイジー」など音声解説事業の普及・

充実、電子書籍『HyMe（ハイミー）』の研

究｣に対して多額のご助成を賜りました。

このご厚志を基に、引き続いて新しいメデ

ィアの開発・普及に取り組んで参ります。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【５月】

12日 ボランティア友の会世話人会

14日 オープンデー(館内見学日､参加５人)

見学:韓国旅行者一行､点訳グループ

21日 視覚障害者ICTサポートＶ講習会開講

専門音訳講習会｢古典コース｣開講

26日 法人評議員会(本部､27日理事会)

28日 わろう座映画上映体験会

予 定予 定予 定予 定

【６月】

３日 専門点訳講習会｢箏の楽譜コース｣開講

７日 ボランティア友の会ガイド体験会

８日 全視情協新任管理者研修会(～９日)

９日 全視情協総会、施設・団体長研修会

11日 オープンデー(館内見学日、要予約)

16日 近畿視情協総会・講演会(杉田正幸氏)

17日 視覚障害リハビリテーション研究発表

大会(～19日､静岡市､岡田)

23日 全国盲人福祉施設大会(～24日､埼玉県

熊谷市､橋口､竹下)

５月18日にプロ野球 阪神×中日戦が編 集編 集編 集編 集

音声解説付きで放送されました。後 記後 記後 記後 記

当館では朝日放送とタッグを組んでLIVE中

継のテレビ番組製作にも取り組んでいます。

生放送(スポーツ)では、次の展開が予測で

きないので、主音声の実況アナと副音声の

アナを別々に配置し、副音声ではカメラワ

ークに合わせた丁寧かつ短い説明を心がけ

ています。視聴者からも期待が高まってい

ますので東京五輪も見据えながらジャンル

。次回は６月15日を増やしていきたいです

！(茂)交流戦：阪神×オリックス戦を予定
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