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掲 示 板

楊 雪元さんをゲストにボランティア交流会

毎年３月、ボランティアと職員が集う｢ボラ

ンティア交流会｣を３月８日(木)、玉水記念館

で開催します。今回は、情熱的なテノールと

驚異的な笛で活躍する全盲の音楽家、楊 雪元

よう せつげん

さんを11年ぶりにゲストに迎えます。楊さんは

中国で日本語を学んだ後来日し、京都芸術大学

大学院を卒業後、各地で演奏活動を行っていま

す。当日は活動歴30年・20年以上のボランティ

アの皆様への感謝状贈呈、友の会総会、ちょっ

と贅沢なお弁当を開きながらの歓談、恒例のバ

ザーなど盛り沢山です。ぜひご参加ください。

日時 ３月８日(木)午前10時～午後３時頃

会場 玉水記念館(肥後橋駅８番出口すぐ)

会費 1,000円(お弁当代)

10:00 感謝式典

10:30 演奏会：楊雪元さん(テノールと笛)

11:45 ボランティア友の会総会

12:15 昼食、受賞者の一言、ほか

14:00 バザー(収益は友の会活動費に充当)

参加申込は２月末までに３階総務係(電話06-

6441-0015)へ。当日は全館休館です。バザー物

品も受付中ですので、ご協力をお願いします。

日本点字図書館の長岡英司館長が来阪・講演

近畿視情協の今年度職員研修会が１月25日

(木)13時30分から16時、当館４階で開かれ、日

本点字図書館の長岡英司館長が｢視覚障害者と

ひで じ

情報｣と題して講演します。長岡氏は12歳で失

明。大学院で数学を専攻し、電子機器メーカー

勤務を経て、国立のリハビリ施設で電子計算機

の職業訓練を指導。筑波技術大学で26年間教育

に携わった後、一昨年、日本点字図書館に迎え

られました。講演では、｢情報｣に関する長岡氏

取り組みと思いを語っていただきます。会員以

外の方は参加費500円。参加申し込みは近畿視

情協事務局(電話06-6441-0015・当館代表)まで。

前田綾子さんのラジオ放送がネット配信中

録音ボランティアの前田綾子さんが出演した

｢視覚障害ナビ・ラジオ～音訳誕生60年｣NHK
URLがインターネットでいつでも聴けます。

は、http://www.nhk.or.jp/heart-net/images/

special/2017/11/shikaku_20171126.mp3 です。

11日(祝日)の振替２月10日(土)は部分休館

で、図書貸出と対面リーディングは休止します。

点訳、録音等の予定は各係でご確認下さい。
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新年のご挨拶～人と人とのつながりを大切にする一年に

館長 竹下 亘

謹んで新年のお慶びを申し上げます。皆さま

の日頃のご協力とご支援に感謝するとともに、

本年が皆さまにとってより良い年となりますよ

うにお祈り申し上げます。

さて、本年はヘレン・ケラーが亡くなって50

年となります。当法人ではこれを記念して、11

月23日(金・祝日)と24日(土)、大阪市中央公会

堂で｢ヘレン・ケラー女史と岩橋武夫～女史没

後50年を記念して｣と題した行事を開催するこ

とになりました。

ヘレン・ケラーは1880年６月27日、米国アラ

バマ州に生まれました。１歳７ヶ月で髄膜炎に

より全盲ろうになりましたが、６歳の時、家庭

教師に迎えたアン・サリバン(当時20歳)の教育

により再び｢言葉｣を獲得。サリバンの全身全霊

を傾けての介助の下盲学校、聾学校、ハーバー

ド大学女子部に学び、卒業後はさまざまな社会

活動を行いました。54歳の時、当時36歳の岩橋

武夫がヘレンを訪ねて、友情を深めるようにな

り、彼の強い求めに応えて、1937年(昭和12年)

初来日。岩橋と共に全国を講演して回り、視覚、

聴覚をはじめとする障害者に生きる自信を奮い

起こすともに社会に障害者理解と支援を訴えま

した。さらに1948年(昭和23年)、岩橋を助ける

ため再び来日し、全国キャペーンを展開。それ

が1949年、わが国初の身体障害者福祉法の施行

をもたらしました。岩橋が56歳で亡くなった翌

年1955年(昭和30年)には彼を追悼するため三度

来日。そして、50年前の1968年(昭和43年)６月

１日に87歳で逝去しました。(二人の長年に亘

る深い交流は、当法人90周年の記念出版｢往復

書簡～日本の障害者福祉の礎となったヘレン・

ケラー女史と岩橋武夫｣に詳述されています。)

ヘレン・ケラーと言えば、盲ろう唖の障害を

克服した｢聖女｣と賞賛されたり、本来サリバン

を指した｢奇跡の人｣がヘレンの肩書に誤解され

たりしていますが、ヘレンの人生はそのような

美辞麗句では語り尽くせないほど豊かで、深い

ものであり、その活動が今日の世界にもたらし

た影響は計り知れないものがあります。

ヘレン初来日時（１９３７年）の写真。左から岩橋

夫人キヲ、武夫、ヘレン、ポリー・トムソン

この度、私も改めてヘレン・ケラーの自伝

(22歳と49歳の時に書いたもの。岩橋武夫訳｢わ

たしの生涯｣などとして出版)を読み返してみま

した。そこで再認識したのは、ヘレンが指文字

(片手でアルファベット26文字を表し、手のひ

らに文字を綴る方法)を中心とするコミュニケ

ーション手段により多くの人々と交流し、指文

字と点字と浮き出し文字により古今東西の書物

に親しみ、さらに例えばシカゴ万博で３週間に

わたり、ありとあらゆる展示物を｢むさぼるよ

うに｣触察するなど、外界の事物を視聴覚以外

の感覚を駆使して感じ取ることで、たぐいまれ

な思想と感受性を育んでいったということです。

中でも感動を覚えたのは、ヘレンが６歳で

｢ウォーター(水)｣という言葉を取り戻したこと

に始まり、物の名前をどんどん覚えていく過程

で、突然｢真理｣に目覚めたという述懐です。へ

レンがサリバンにスミレを摘んで渡すと、サリ

バンはヘレンを抱き寄せ、手のひらに｢ヘレン

のことを愛しているわ｣と綴ります。そこから

｢愛｣とは何かという会話を交わす中で、ヘレン

は感じ取ったというのです。｢その瞬間、美し

い真理が、私の脳裏にひらめいた－－私の心と

ほかの人の心は、見えない糸で結ばれているの

だ、と。｣と（小倉慶郎訳 。）

このようにヘレンの成長を導き、その人生を

支えたのは人と人とのつながりであり、関わり

センターのページ
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でした。言い換えれば、指文字や点字によるコ

ミュニケーションや情報共有なしに、ヘレン・

ケラーの人生はありませんでした。今年はこの

当たり前のことを心に刻み、人と人とのつなが

りの大切さを土台として、引き続き｢情報共有

。社会｣の実現を追い求めていきたいと思います

なお、ヘレン・ケラーの自伝は、新潮文庫

(22歳の自伝)や角川文庫(22歳と49歳の自伝の

。合本。岩橋武夫訳)などから出版されています

また当館３階の｢ボランティア友の会文庫｣にも

数種類所蔵していますので、お読みいただけま

す。ご希望の方は３階総務係までどうぞ。

規則依存症にならずに、考える点訳・音訳を

近畿視情協のボランティア研修会で多彩な研修

近畿視情協(近畿視覚障害者情報サービス研究協議会)の2017年度ボランティア・職員研修会が

昨年12月７日、玉水記念館で開かれました。近畿各地の点字図書館や公共図書館などで活動され

ているボランティアや職員170人以上が参加し、点訳、録音に関する提言や最新情報、意見交換

が行われました。当日参加した当館の職員から主な内容をご報告します。

｢易しい言葉の中には悪魔が潜んでいる｣

午前の全体会では、点字情報技術センターの

福井哲也所長が｢のびやかな気持ちで、考える

点訳・考える音訳～規則依存症にならないため

に｣と題して講演。｢正確に読む(書く)ことの難

しさ｣と｢点訳注・音訳注による字の説明を考え

る｣という２本柱に分け、豊富な具体例を引き

ながら、心構えや注意点を説き明かされました。

特に印象に残ったのは｢易しい言葉の中には

悪魔が潜んでいる(平易な言葉こそ、見過ごさ

ず調べる)｣｢広い視点を持ち、言葉だけでなく

全体を考える｣｢規則には、訳がある。それを理

解した上での規則違反はあり得る｣、｢正確に読

む(書く)ための最後の砦は、しっかりした『校

正』を行うこと｣といった警句の数々です。

また興味深かったのは、鉄道の｢山手線｣の読

みが戦前｢やまのて｣、終戦直後｢やまて｣、1971

年から｢やまのて｣と、時代とともに変遷してき

た経過を、四代目柳亭痴楽の落語｢恋の山手線｣

を紹介しながら説明されたことで、参加者は笑

いながらも大きく頷いていました。

日々、日本語そのものと、的確な説明の難し

さを痛感している私にとっても貴重で、短く感

じた１時間半でした。(点字製作係 稲田久美)

｢日本点字表記法｣の変更点を学ぶ

午後は｢点字｣と｢録音｣に分かれて分科会が行

われました。点字では、日本点字委員会副会長

で、京都ライトハウス情報製作センター所長の

渡辺昭一氏を講師に、現在、2018年11月発行の

予定で改定が進められている｢日本点字表記法｣

の主な変更点を学びました。

改定と言っても、大幅な規則の変更ではなく、

これまでよりも規則を分かりやすくするために

説明文を見直し、記号類の用法を始め各用例の

変更・追加などが行われます。日本点字委員会

では改定案に関する意見を募集中で、2018年２

月末まで受け付けます。(なお、｢点訳の手引

、き｣も2019年に改定出版されます。それに伴い

当館で扱っている規則も順次改定し、変更点に

関する勉強会を行う予定です。詳細は、点訳曜

日担当者会議等でお知らせします。)

分科会の後半は、｢点訳ボランティアと職員

による情報交換会｣が行われ、日ごろの取り組

みや製作に関する課題を共有することが出来ま

した。(点字製作係 奥野真里)

読者の声から録音図書の質の向上を考える

｢録音｣分科会では、｢みなおそう!録音図書～

利用者の視点から｣と題して、録音図書の質の

向上について検討、協議しました。全国の利用

者からサピエ事務局に寄せられた録音図書に対

する要望の内容を確認した後、｢当事者の読書

体験から｣と題して、録音図書の愛読者お二人

からお話を伺いました。

まず水谷昌史さん。強い訛りや読み癖、過剰

ボランティアのページ
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な演技などが気になることがあるそうです。代

テキストデイジー版を、合成音の読み誤りわりに

があることは承知の上で利用することもあるそう

やはり肉声できれいに読まれたもののですが、

方が良いとのこと。｢そのまま耐えて聞くか、

読書を諦めるかの悲しい選択を迫られることが

ある。製作側の都合ではなく、利用者のためを

考えて作ってほしい｣と求められました。

また１年間に200タイトルを読むという村上

京子さんは、録音図書で読書の楽しみを取り戻

した体験を話され、｢文字をただ読むのではな

く、本１冊の内容を届けるつもりで作ってほし

い｣と要望されました。訛りはあまり気にしな

雰囲気にマッチしていて楽しめたこともあいが(

本の装丁や固有名詞の漢字の説明(例えばる)、

一族で似たような名前の登場人物がいる場合)

など、本のイメージが膨らむような情報がもっ

とあれば良いな、と思っているそうです。

お二人の間でも意見が分かれたように、録音

図書に求めることは一人一人異なることがあり

ます。けれども、お話の中には｢続けて聞いて

いれば慣れる｣｢耐える｣｢諦める｣など、読者に

負担を強いているとも感じられる言葉も聞かれ

ました。聴く人に読書を楽しんでいただけるよ

うな録音図書を作らなければならないと感じた

分科会でした。(録音製作係 木田陽子)

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2017年11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

11月分完成録音図書11月分完成録音図書11月分完成録音図書11月分完成録音図書

17タイトル47冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

宇宙には、だれかいますか？

(佐藤勝彦他) 4冊

点:加尾美千子

校:G校正、平野 健

エナジードリンク・栄養ドリンクの

すべて(松永政司他) 2冊

点:辻野純代

校:G校正、平野 健

大人しく老いてなんかいられない

(広瀬久美子) 2冊

点:宍戸邦栄

校:木村寿子、辻野純代

｢がん｣では死なない｢がん患者｣

(東口高志) 3冊

点:和田俊行

校:G校正、宗像真李子

すごいインドビジネス

（S・スィンハ）2冊

点:雀部喜久子

校:G校正、篠原苑子

共生保障(宮本太郎) 4冊

点:古本扶美子

校:山下慧子、宗像真李子

したたかな魚たち(松浦啓一)

2冊 点:栗栖 忍

校:G校正、平野 健

JRニュース2017年12月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

世界一美味しい煮卵の作り方

（はらペングリズリー）2冊

点:川崎安恵

校:中川春美、丸山順介

ナイジェリア駐在の思い出

(今井和彦) 4冊

点:杉島貴子

校:G校正、平野 健

20世紀ロシアの挑戦 盲ろう児

教育の歴史( ・ ・バシロワ)T A

4冊 点:中村道子

校:G校正、平野 健

日本の剣豪(中嶋繁雄) 2冊

点:髙木智佳子

校:G校正、都解節子

日本の給料＆職業図鑑Plus

(給料BANK) 5冊

点:藤井恵美子

校:G校正、平野 健

皮膚は｢心｣を持っていた！

(山口創) 2冊

点:高橋淳子

校:G校正、平野 健

ふわふわうさぎ川柳

(うさぎの時間編集部) 1冊

点:川崎安恵

校:中川春美、平野 健

本当は怖いめまい・耳鳴り

(渡辺繁) 2冊

点:辻野純代

校:G校正、八木光子

野菜ソムリエ公式ガイドブック

(日本野菜ソムリエ協会) 3冊

点:増田芳子

校:G校正、宗像真李子

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

11月分完成録音図書11月分完成録音図書11月分完成録音図書11月分完成録音図書

19タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

アスカロン、起源の海へ

(大谷純著) 7:54

音:渡邊周子

校:外園朝代、鳥山正彦、

植田美穂子 編:吉田典子

感 謝 報 告
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あなたが世界のためにできるたった

ひとつのこと( ・シンガー他)P

10:57 音:志水節子

校:松浦洋子、上田道子、

脇本登志子 編:山崎千代子

有松恋染めノスタルジー

(藍生有) 5:33

音:坂口幸子

校:宮 清子、吉田典子

編:前田元子

英語コンプレックスの正体

(中島義道) 7:00

音:川端真知子

校:桂 公子、鳥山正彦

本村英子 編:町田美樹子

学校では教えてくれない｢愛される

人｣になる授業(溝端勇二)

3:30 音:小林万智子

校:桂 公子、川端正子

編:八田芙未子

クックパッド社員の名刺の秘密

(横川潤) 4:56

音:前田元子

校:福島博子、植田美穂子

編:岡村佳子

警視庁公安J(鈴峯紅也) 14:13

音:岸野裕子

校:山本雅子、辻野玲子

編:川端正子

京阪沿線の不思議と謎

(天野太郎) 6:17

音:佐々木マス子

校:片岡珠子、奥 幸子、

川端正子 編:寺下千秋

思考力を鍛える50の哲学問題

(小川仁志) 7:34

音:宮 清子

校:谷口伊都子、有末 道、

荒木良子 編:辻野玲子

死に逝く人は何を想うのか

(佐藤由美子) 7:04

音:大坂陽子

校:米谷治子、本村英子

編:辻野玲子

大学生のためのメンタルヘルス

ガイド(松本俊彦) 8:49

音:濵名あきよ

校:下山とよみ

電卓四兄弟(樫尾幸雄他) 6:03

音:羽田直美

校:岡村佳子、阪越紀子

編:山崎千代子

隣る人(菅原哲男他) 5:06

音:坪田捷子

校:栗本慶子、土井賀津子

編:阪本由美子

24歳のフツーの男子がブラック

企業に勝った黒い方法

(工藤ダイキ) 7:32

音:松井喜美代

校:橋本順子、胸永幸子、

山崎千代子 編:八田芙未子

パラスポーツルールブック

(陶山哲夫他) 6:34

音:山本雅子

校:壁谷岑子、遠藤敬子

ブラック彼氏(堀井亜生) 6:31

音:佐藤圭子

校:壁谷岑子、前田元子

編:山崎千代子

ブラックバイトに騙されるな！

(大内裕和) 6:37

音:土井賀津子

校:木村純子、本村英子

編:石井ふみ代

街なかの自然(高畠耕一郎) 5:15

音:目連雅子

校:竹田佳代、金井典子、

本村英子 編:石井ふみ代

ヤバすぎる酒飲みたち！

(中本新一) 7:23

音:谷口伊都子

校:山口孝代、大西祥子、

鳥山正彦 編:山崎千代子

【お詫び】以下の４作品は前

号で｢プライベート図書｣とし

て掲載しましたが、｢録音製

作｣として掲載すべきものでし

た。お詫びして訂正します。

｢吃音のことがよくわかる本｣

｢拒食症と過食症の治し方｣

｢ドローンの世紀｣

｢私たちのしごと｣

        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

THE CHRISTA PROJECT 1冊

点:待田敏彦

A BODY IN PLACES 3冊

点:待田敏彦

子どもの権利とオンブズワーク

(木全和巳) 3冊

点:糸山武博 校:G校正

雇用,利子および貨幣の一般理論

上(ケインズ) 6冊

点:丸山順介 校:G校正

雇用,利子および貨幣の一般理論

下(ケインズ) 6冊

点:辻 志津江 校:G校正

｢金平糖｣ 第119回 短歌サロン

1冊 点:待田敏彦

校:若林安也子

フィンランド

育ちと暮らしのダイアリー

(藤井・ ・みどり他) 4冊N

点:河村牧子

校:石川亜紀、清水浩子

録音図書録音図書録音図書録音図書

外科学概論(全国柔道整復学校

協会他) 16:03

音 編:古谷あや子

校:遠藤富子、佐藤恵子

時刻表昭和史(宮脇俊三) 11:04

音:片岡珠子

校:佐々木マス子

対象関係論を学ぶ(松木邦裕)

7:12 音:佐山敦子

校:三上 菊

つたえたいことがあります

(堤江実詩) 0:34

音 編:坪田捷子

長引く痛みの原因は、血管が９割

(奥野祐次) 6:10

音 編:小林加代子

青の騎士(ブルーナイト)

ベルゼルガ物語 上

(はままさのり) 6:09

音 編:辻本夕美

感 謝 報 告
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病床の心理学

(V・D・ベルク他) 6:51

音:長田ひとみ

校:生駒多津子

編:青年の自立支援センターゆう

溺愛３下(映画館) 9:23

音 編:北川康子

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

[編集の都合上、一部50音順では

ありませんが、ご了承下さい。]

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

2017年12月発送:

西垣泰子 藤原静江 山田一弘

2017年12月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:09

音:寺下千秋 校:植田美穂子

発送:井川倭文子 板波キミ

並木昌子 宮崎ナオヨ 宮野興子

『お役立ち目録 2017年 月号『お役立ち目録 2017年 月号『お役立ち目録 2017年 月号『お役立ち目録 2017年 月号12121212

～食のエッセイ～』～食のエッセイ～』～食のエッセイ～』～食のエッセイ～』

デイジー版 :090

音:寺下千秋 校:植田美穂子

『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2017年12月号 2:42

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 志水節子 辻本紀枝

中島美穂 中島 睦 西田芳美

西和田惠子 野﨑淳子 山本 香

松浦洋子

『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 2017年10月号 4:07

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 澤田美那子 夛田禮子

土井明美 南浦京子 吉川弘美

長田ひとみ 吉田 薫

『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 2017年10月号 4:03

音 校 編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大桑久美子 大屋敦子 濵 欣子

夛田禮子 福島博子 松本紀代

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

◆2017年11月2日号 9:29

今岡松代 上田啓子 奥田和美

岡村勝彦 河原眞知子 木村加代

斉藤良子 竹村京子 久富恭子

中村千賀子 中村直美 中本和代

野村美穂子 西田文子 深津綾子

兵頭つね子 福田佳代

編:中本和代

◆2017年11月9日 神帰月増大号

11:44

井尻府三重 大橋恵子 奥 幸子

上原多美子 長村明子 澤井 稔

加藤和夫 上村裕子 佐藤圭子

佐藤公平 沢田玲子 横山栄子

島 美緒 鈴木恵子 平田みどり

寺下千秋 中地淳子 永井憲子

林 由子 兵頭賢一 弘津千加子

向髙寿子 山田啓子

山本スズ子 編:小森由紀子

◆2017年11月16日号 10:11

天江美佐子 荒木節子 岩谷友子

太田貴子 大藤喜久子 髙久俊子

越智真弓子 中村洋子 中本和代

北村優美子 帰村千恵 当房公子

新熊美衛子 長濱純代 成田由起

詫摩多美子 西村道子 直場徳宥

西山トシ子 橋本明子 橋本佳子

星子鐵郎 前田元子 増尾敏子

松原和子 守田喜久子 山下 豊

柳内登喜子 編:中本和代

◆2017年11月23日号 9:49

有川美津子 濵 洋一 兵頭 賢一

岩田真智子 吉田典子 和田啓子

大里いずみ 大島幸枝 大塚しづ子

大森恵子 上村裕子 北村優美子

川添美智子 川辺洋子 姜 貞眞

北山真知子 佐藤公平 澤井 稔

澤田由紀 沢田玲子 嶋林茂子

武市敦子 玉置明美 坪田捷子

中村京子 橋村惠子 羽淵雅子

平田惠美子 前田元子 松井喜美代

森口慶子 八十嶋敦子 山田啓子

編:古跡眞知子

◆2017年11月30日号 9:49

有川美津子 小池雅子 坂田嘉子

岩田真智子 佐藤圭子 佐藤公平

大里いずみ 大島幸枝 澤井 稔

大塚しづ子 岡﨑節子 小倉玲子

川添美智子 嶋林茂子 関田通子

川端砂代子 姜 貞眞 久下悦子

沢田玲子 高田郁恵 武市敦子

塚本和江 坪田捷子 寺下千秋

中地淳子 西岡千代子 橋村惠子

濵 洋一 平田惠美子 前田元子

松浦洋子 横山栄子 吉永英子

真見奈津子 編:中本和代

◆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

奈良県視覚障害者福祉センター

「草笛会」

グループN-BUN、デイジー大阪

『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 2017年11月号 4:56

音 校 編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 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

小森佳津子 坂口幸子 二宮真理

阪本由美子 橋本万里 浜本裕子

佐々木マス子 佐山敦子 福島博子

嶋川真理子 三上 菊 目連雅子

下山とよみ 夛田禮子 寺下千秋

寺田美枝子 西田芳美 西村郁子

前田元子 松浦洋子 横山時子
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        電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍

～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｡

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11月号

ﾃｷｽﾄ化 DAISY編集:高階秀男

背骨から自律神経を整える ねじる

だけで体と心が変わっていく！

DAISY編集:森 美恵子

DAISY校正:加藤珠子

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

時代の半歩前を往く

吉川順子

聖書に対する洞察第2巻

森田敏子

    館内お手伝い  館内お手伝い  館内お手伝い  館内お手伝い  

電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

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

整理 整理 整理 整理 情報サービス情報サービス情報サービス情報サービス

板波キミ 板谷照美 日下清香

鱗星千恵子

図書 図書 図書 図書 情報サービス情報サービス情報サービス情報サービス

足立宣美 飯村康志 板波キミ

板谷照美 上田敬子 小椋美智子

片岡忠克 木畑紀子 木村謹治

帰村千恵 小寺高子 小林弘子

武部はつ子 当房公子 野間絹子

橋本まゆみ 逸見恵子 宮嶋昌代

森本益子 若槻敬子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］

片倉康子 堀林美智子

◆11月の貸出実績◆11月の貸出実績◆11月の貸出実績◆11月の貸出実績

点字 187tl DAISY 3239tl

テープ 33tl

★11月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

オリエント世界はなぜ崩壊した

か(宮田律)

儒教に支配された中国人と韓国

人の悲劇(K・ギルバート)

平城京のごみ図鑑

(奈良文化財研究所)

キネマ探偵カレイドミステリー

(斜線堂有紀)

【録音図書】

暗闇坂(武田櫂太郎)

黄金の剣士 島原異聞

(近藤五郎)

反橋・しぐれ・たまゆら

(川端康成)

桟敷童の誕(佐々木禎子)

    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  

秋本直美 兄井寿美子 伊東晴子

犬塚敬彦 井原圭子 岩見博司

上ノ山禎子 後 恵子 大坂陽子

江口不二子 大村登子 川野 博

奥井秀子 片山紀子 神谷考子

河上千鶴 木村純子 久保洋子

古賀和子 小杉洋子 小林節子

小林万智子 小山妙美 神保克子

髙橋由紀江 津村香順 中野龍子

中本由美 奈良典子 西川真知子

直場徳宥 畠田幹子 濵名あきよ

平田みどり 福島悦子 福地京子

弘津千加子 麓 孜子 古木昭子

細井昌子 細見芳江 本荘一子

増山多惠子 待田敏彦 山崎 彰

松原和子 眞野祥子 横山栄子

南 礼子 宮坂暁子 山内紀代子

望月 明 山下喜美 雪岡加奈子

米田るみ子 渡瀬尚子

11月 利用者15人 56件

ボランティア56人

『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集

木村謹治 澤井 稔 望月 明

        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)

シネマ シネマ シネマ シネマ デイジーデイジーデイジーデイジー

「小さな恋のメロディ」

ナレーション:鹿津直美

台本製作:鹿津直美、平林育子

編集:平林育子

校正:中嶋真弓

上映会協力上映会協力上映会協力上映会協力

わろう座映画体験会

「小さな恋のメロディ」

(11月25日)

田中千壽子 那須由美子

藤井倫子

中山ＵＤ映画祭｢殿・利息でござる｣

(12月15日)

パンフレット音訳:川添美智子

        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)

【11月実績】

11月例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美

来館ICTサロン:大前雅司

伊藤 勇 斧田綱子 栗谷博子

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

あかとんぼ 浅井順一 鵜沢康久

上村真寿美 大瀧 泉 玉置明美

乙訓点訳サークル 園田香代子

中村華代 てんてん虫 西野隆士

茄子原伸和 眞野祥子

湯川欣晃 2件 匿名2件



点訳ボランティア講習会で17人が修了

昨年４月から始まった点訳ボランティア

養成講習会が12月９日終了。17人が修了さ

れ、15人が当館で点訳を始めることになり

ました。近年、受講者が減り、苦慮してい

ましたが、今回は多くの方が修了されて嬉

しい限りです。今後のご活躍を期待します。

修了式の記念撮影。修了者は以下の皆さん

です(敬称略､50音順)。生嶋貞夫､大安徹雄、

木虎真紀、木下共子、小池雅子、小泉憲一、

髙澤由佳、髙田智子、中西智子、西尾純子、

永薮直子、西田恵美子、春江由美子、平澤

敦子、深尾優子、藤井康代、松本稔子。

｢教点連｣が社会貢献者表彰を受賞

当館の奥野真里主任が事務局長を務める

法人全国視覚障害児童･生徒用教科書NPO

点訳連絡会(教点連)が先頃、社会貢献支援

財団の社会貢献者表彰を受賞しました。同

連絡会は全国のボランティアグループや関

係施設30ヶ所が加盟し、地域の学校で学ぶ

生徒用の点字教科書の製作を進めています。

当館点字製作係のボランティアの皆さんが

点訳してくださっている点字教科書もこの

連絡会を通して全国で活用されています。

ボランティアの岩井正雄さんがご勇退

１年前まで図書貸出をお手伝いいただい

た後、早川福祉会館で作業ボランティアを

続けてくださった岩井正雄さんが12月末、

93歳を機に勇退されました。岩井さんは早

川で1984年に点訳ボランティアを始められ、

当館の専門点訳講習会受講後、プライベー

ト点訳、そして貸出作業をお手伝くださる

ようになり、友の会の世話人もお引き受け

くださいました。心から感謝するとともに、

今後の健やかな毎日をお祈りします。

本誌の発送ボランティアを募集◆

本誌の発送ボランティアを募集してい

ます。毎月月末の金曜日を中心に午前中

封入作業を行っています。お手伝いいた

だける方は総務係までお尋ねください。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【12月】

３日 第11回ＭＭＤ図書講演会(NaD共催)

７日 近畿視情協Ｖ研修会(玉水記念館)

９日 点訳ボランティア養成講習会修了式

オープンデー(館内見学日､参加３人)

28日 仕事納め

予 定予 定予 定予 定

【１月】

５日 仕事始め

６日 サービス再開

11日 ボランティア世話人会

13日 オープンデー

25日 近畿視情協･職員研修会

池井戸潤原作のTVドラマ『陸王』編 集編 集編 集編 集

が終わってしまい、ちょっぴり陸後 記後 記後 記後 記

王ロスな今日この頃を送っています。『下

町ロケット』などでもそうですが、同筆者

の小説に共通しているのは、どんな逆境に

置かれても、しぶとく･粘り強い･諦めない

人たちの姿です。逆転劇にはいつもながら

にスカッとします。それと、陸王で印象深

かったのがシンボルのトンボで、登場する

会社のマークに使われていました。トンボ

は、前にしか進まず引かないところから勝

ち虫とも言うそうです。新年を迎えにあた

り、引く日もあるかもしれないけど、粘り

強く前を向いて進んでいきたいです｡(茂)
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