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掲 示 板

2016年度の点訳、音訳等講習会のご案内

当館では今年４月から点訳・音訳等の講習会

を多数開講します。申し訳ないことに、初心者

対象の点訳・音訳講習会は不実施、または満員

ですが、詳しくは本誌２～３頁に掲載しますの

で、ぜひご確認ください。

点字で博士号！森田昭二さんの講演会

64歳で失明後、点字触読を習得して関西学院

大学大学院に入学し、盲人福祉史の研究で２年

前、78歳で博士号を授与された森田昭二さんの

64歳から切り開いた新たな道｣を３月講演会｢

12日(土)13時から15時30分、当館４階会議室

で開きます。森田さんは小さい頃から弱視で

したが、京都大学を卒業後、高校の国語科の

教員に。しかし徐々に視力が低下し、55歳で

退職。短歌や万葉集の講座の講師などを務め

た後、一念発起して大きなステップを踏まれ

ました。ご自身の生き方や考え方を豊かにし

てくれた出会い、生活の工夫などについて、

体験談を交えながらお話していただきます。

参加無料。参加申込、お問い合わせは、当館

点字製作係(電話06-6441-1028)までどうぞ。

｢広岡浅子展｣の点字・録音資料を製作提供

当館東向かいにある大同生命大阪本社は、Ｎ

ＨＫ連続テレビ小説｢あさが来た｣のモデル広岡

浅子氏が活躍した、正にその場所です。現在、

同社２階のメモリアルホールでは、特別展示

｢大同生命の源流～加島屋と広岡浅子｣を開催中。

新撰組の近藤勇と土方歳三の署名の入った借用

書をはじめ、浅子が関わった炭鉱、日本女子大

学などの貴重な資料や写真を展示しています。

入場者に配付される墨字パンフレットが非常に

興味深いため、当館で点訳・音訳し、点字版は

会場受付で差し上げ、録音版は当館から貸し出

すことになりました。特別展示の開館は火～金

曜日の10時～19時と、土・日・祝日の10時～16

時。入場無料。本年３月末までの予定。当館に

ご来館の行き帰りに、ぜひお立ち寄りください。

３月８日(火)はボランティア交流会で休館

全館休館となりますので、ご了承下さい

盲導犬チャリティコンサートは６月26日(日)

会場はザ・シンフォニーホール。詳細は次号

でご案内しますので、ぜひご予定ください。
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ボランティアと職員とのパートナーシップを目指して

新年度に向けての反省と自戒

当館が行っている視覚障害者等の方々への情報提供サービスが、ボランティアの皆様のご協力な

しに成り立たないことは言うまでもありません。当館のボランティア活動は、昭和８年(1933年)、

全国に先駆けて始まった点訳奉仕活動を皮切りに、80年余りにわたって継承され、今日では620人

もの方々が日夜、無償どころか持ち出しで、多種多様な製作やサービス、種々の作業などにご尽力

くださっています。ところが、先日、あるボランティアグループの方から右下のような厳しいご指

摘をいただき、私どものボランティアの皆様に対するあり方を省みる機会を得ました。その反省を

皆様にお伝えし、新年度の職員の自戒として、心がけていきたいと思います （館長 竹下 亘）。

ボランティアの方々の日頃の活動に対して、

感謝をお伝えすることは、職員間で励行されて

いると思います。しかし、本当の感謝とは、言

葉と態度で感謝を伝えるだけでなく、ご指摘に

あるように、日頃から以下のようなことを反芻

し、心がけることであると反省しました。

＊ボランティアの方々が、さまざまなご事情

の中、貴重な時間と知力、体力を使って活動し

てくださっていることを常に心に留め、お一人

お一人のお気持ちやご事情を十分に尊重する。

＊視覚障害者等の方々の情報保障を共通の目

標として、ボランティアの方々に適切な情報を

タイムリーに伝達するとともに、お一人お一人

の活動の成果がより速く、より多く、利用者の

方々に届けられるように努力する。

＊常に専門職としての心構えと知識、技術を

磨き、ボランティアの方々の信頼を得る。

新年度は、以上を職員間で再確認し、ボラン

ティアと職員が同じ目標を目指すパートナーと

して信頼と協力をさらに深められるように取り

組んで参ります。皆様が気づかれた問題やご要

望などがありましたら、ご遠慮なくご指摘、ご

提言くださるようにお願いいたします。

ボランティアの方からのご指摘

情報文化センターのボランティアは、時間

と労力を無償で提供している。提供の結果、

利用者の方が希望する情報を得ることがで

き、喜んでくださる。ボランティアはそれで

報われたと感じる。職員は、ボランティアの

時間と労力がより有効に使われるように配慮

し、利用者に多くのものを還元するようにし

なければならない。

ボランティアに対し｢どうせ暇なのだから｣

｢来たいから来ているのよ｣と腹の中で思って

いないだろうか。職員が適切に｢ほう・れん

・そう｣をしなかったために、時間と労力を

むだに使わせてしまわなかっただろうか。そ

の結果、利用者に迷惑をかけたことはなかっ

ただろうか。自らの仕事ぶりを考えると反省

することは多いのではないか。

今後は職員とボランティアがより密接に

連携して歩んでいただきたい。

【拡大掲示板】 新年度、点訳・音訳等の基礎、専門講習会を多数開講

当館では2016年度、ボランティア講習会を以

下のように開講します。詳しくは当館(電話06-

6441-0015)へ要項をご請求ください。

【音訳】

◆音訳Ｖ養成講習会１＝４月～７月。火・水曜日

の午後２コース。既に満員となりました。

◆音訳Ｖ養成講習会２＝４月～。火・水曜日午後。

◆音訳Ｖ養成講習会３＝５月～。金曜日午前。

[１]はこれから音訳を始める方が対象ですが、

既に満員となりましたので、ご容赦ください。

[２]の対象者は、既に他施設等で基礎講習を受講

された方か[１]を修了された方。[３]の対象者は

既に音訳活動を行っているか[２]を修了された方。

[２]は先着順、[３]の申込締切は４月15日です。

センターのページ
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センターのページ

【点訳】

◆点訳ボランティア養成講習会・中級＝10月～。

曜日未定。対象者は既に点訳を習得された方

か当館の養成講習会を受講した方。2016年度、

基礎講習会は行いません。

【第29回専門点訳・音訳等講習会】

毎日新聞大阪社会事業団との共催。既に点訳

・音訳(録音)活動をされている方が対象です。

◆専門点訳・琴の楽譜コース＝６月３日～７月

８日。毎週金曜日午後。全６回。

◆専門点訳・ 英語点字コース＝９月～10UEB

月。木曜日午後。全６回。

◆専門音訳・古典コース＝５月21日～６月25日。

毎週土曜日午後。全６回。

◆専門音訳・音声解説スキルアップコース＝20

17年２月～３月。曜日未定。全６回。

◆電子書籍・テキストデイジー編集コース＝８

月24日･25日。１日講習を２回。

【橋本勝利のフォローアップ講座】

音訳活動中のボランティアを対象に、わかり

やすく伝える読みを実践形式で講習。前期(４

月～９月)、後期(10月～2017年３月)。水曜か

金曜の２コース。13時～16時。各６回。講師は

橋本勝利(指導歴50年余)。定員12人。受講料

5,000円(全６回)か8,000円(全12回)。お申し込

みは当館録音製作係(電話06-6441-1017)まで。

モンゴルのアリユナさんとソロモン諸島のジェイビスさんが来館

第17期を迎えたダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業

公益財団法人ダスキン愛の輪基金が行っているアジア太平洋障害者リーダー育成事業が第17期を

迎えました。この事業は毎年、アジア・太平洋地域から障害を持つ若者７人を選抜し、９月に来日

して一から日本語を習った後、翌年６月まで各地で日本の福祉や文化を学ぶものです。当館では第

１期から研修生を受け入れ、ボランティアや利用者の皆さんのご協力により、これまで22人に研修

を提供。修了生はみな母国や新天地で活躍しています。今期の研修生はモンゴルのアリユナさんと

ソロモン諸島のジェイビスさんの二人で、３月１日から４月２日まで当館とリハビリセンターを拠

点に研修を行います。館内で二人を見かけたら、ぜひお声をかけてください。(館長 竹下 亘)

アリユナさんのプロフィール

アリさん(アリユナ・バッサンダッグ)＝女性、

29歳、弱視(日中、明るい場所で大きい物なら

ぼんやり見える)、モンゴル・ウランバートル

市在住。モンゴル視覚障害者全国連盟に勤務し、

視覚障害の訓練生に英語を教えている。

生まれつき視覚障害で、次第に視力が低下し、

高校在学中にほぼ失明。大学英文翻訳科に進学

し母の学習支援

を得、スクリー

ンリーダーも使

用して卒業。卒

業後は英文飜訳

を経て、現在の

仕事に就いた。

趣味は自然の

中の散歩とひな

たぼっこ。

ジェイビスさんのプロフィール

ジェイビスさん(ジェイビス・ニュブタイ・

マナイカ)＝男性、24歳、光覚、ソロモン諸島

ガダルカナル島ホニアラ市在住。来日するまで

はラジオ局の受付をしていた。

生まれつき視覚障害で、小学校を中退。キリ

スト教会の聖歌隊

学校に在籍した後

数年前にオースト

ラリアでリハビリ

を受け、英語や点

字､パソコン､単独

歩行を習得した。

趣味はピアノと

ギター演奏。

二人の印象は、共に純朴で朗らか。アリさん

はのんびり屋のお嬢さん。ジェイビスさんは

好奇心旺盛な少年というイメージです。
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当館および大阪での研修内容

【アリさんとジェイビスさん共通】

＊視覚障害者情報提供事業のシステムとサービ

ス、日本の視覚障害者福祉と施設・団体

＊インクルーシブ教育(視覚障害の教員・生徒、

大学の障害学生支援システム､教材製作方法)

＊地域の特徴的な視覚障害者施設・団体の見学

＊職業に就き活躍している視覚障害者との面談

＊リハビリテーションセンターにおける日中活

動プログラム(スポーツ、レクリエーション、

創作、グループワーク等)

【アリさん】

＊生活訓練・歩行訓練(衣食住等、身の回りの

ことを自分一人で出来るようになりたい)

＊機織りの実習(視覚障害者も一人で経糸を

張ることのできるフラミンゴ織機を使用)

＊モンゴルの視覚障害生徒の教育に役立つ英語

教材を探したい

【ジェイビスくん】

＊視覚障害者用機器・用具の情報と操作実習

(将来、母国で視覚障害者用機器を紹介・

指導したい)

16ヶ国22人～当館で研修したダスキン視覚障害研修生の今

第１期(1999－2000)

メイ･カン･チット･キン(ミャンマー)＝第２期の

アゥン･コーと共に団体を立ち上げ、活躍中。

第２期(2000－2001)

アゥン･コー･ミェント(ミャンマー)＝母国で障害

種別を超えた障害者の自立生活運動を推進する

団体を立ち上げ、代表として活躍中。

庄麗(ショウ・レイ、中国)＝日本で結婚。国際

視覚障害者援護協会(東京)の職員として活躍中。

第３期(2001－2002)

。ヘマンタ･クマーラ(スリランカ)＝母国で活動中

第４期(2002－2003)

ヴァシコル･プロテキャリア(バングラデシュ)＝

母国の団体でデイジー事業の担当として活躍中。

第５期(2003－2004)

イン･ナン(中国)＝天津で視覚障害者日本語学校

講師をしながら、病院のマッサージ師として勤務。

第６期(2004－2005) 受入なし

第７期(2005－2006)

。シャムサ･カンワル(パキスタン)＝母国で活動中

ドー･トゥイ･ハー(ベトナム)＝日本の支援で設立

した視覚障害者のマッサージ店を経営しながら、

地域の盲人協会でも活動中。

第８期(2006－2007)

パルハット･ユスップジャノフ(カザフスタン)＝

若い障害者の社会参加を推進する団体を立ち上

げ、代表として活躍中。

第９期(2007－2008)

、アイリーン･バブルス(フィリピン)＝日本で結婚

母と会社員(日英飜訳者)の両立で奮闘中。

第10期(2008－2009)

ジャンキ･アッカーニ(インド)＝母国の団体で

視覚障害者用スクリーンリーダーを開発中。

ケンジェグ･セイシャン(カザフスタン)＝第８期

パルハットの団体に参加して活躍中。

第11期(2009－2010)

アリッサ･ナムラトヴァ(タジキスタン)＝企業に

勤めながら、盲人団体メンバーとして活躍中。

第12期(2010－2011)

“ゴンチゴ”ゴンジグドルジ･ゴンボ(モンゴル)

＝友人とともにデイジーソフトを開発中。

“ヒロシ”ツゥ･ハオ･リン(台湾)＝台中市の障害

者自立センター職員として活躍中。

第13期(2011－2012)

ダオ･トゥ･フオン(ベトナム)＝視覚障害の若者

を支援する団体を立ち上げ、デイジー製作プロ

ジェクトを開始。

シヨブシュ･イリヤソブ(タジキスタン)＝母校の

盲学校に英語教師として勤務。

第14期(2012－2013)

。ニヨン･シナ(カンボジア)＝大学で英語を勉強中

リム･ユーイー(マレーシア)＝ペナン島の視覚障

害者リハビリ施設でパソコン操作を指導中。

第15期(2013－2014)

アイリッシュ･アイェサ･メンデス(フィリピン)＝

大学の教員になり、特別支援教育を担当。

“ティカ”カルティカ･アンギタ･クヌミジャヤ

(インドネシア)＝地元の障害者団体で活動中。

第16期(2014－2015)

“チゴン”ヴィリヤ･チャンチャルン(ラオス)＝

国立リハビリセンターの教官として活躍中。

センターのページ
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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1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1111

21タイトル62冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2016年2月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

MEDICAL REHABILITATION No.187

(2015.8)(宮野佐年) 3冊

点:奥村純子 校:G校正

校:平野 健

朝つめるだけ!スープジャーの

サラダ弁当(検見崎聡美) 1冊

点:中野龍子 校:G校正

校:福元悦子

｢英霊との対話｣としての政治

(西村真悟) 3冊 点:西山和子

校:G校正 校:岡田允子

江戸の貧民(塩見鮮一郎) 3冊

点:高橋奈緒己 校:G校正

校:平野 健

カラスの常識(柴田佳秀) 3冊

点:香田真由美 校:G校正

校:都解節子

原爆を盗め!

(スティーヴ･シャンキン) 5冊

点:南 佳奈 校:梶原由美子

校:福元悦子

31歳で天才になった男

(ジェイソン･パジェット) 5冊

点:田中真理子 校:G校正

校:宗像真李子

しんぞうとひげ(しまおかゆみこ)

1冊 点:清水浩子 校:川崎安恵

古本扶美子 校:都解節子

進藤やす子のお買い物のルール

(進藤やす子) 1冊 点:栗栖 忍

校:雪岡加奈子 校:橋詰玲子

絶望の裁判所(瀬木比呂志) 4冊

点:河辺幸子 校:鴻農高子

校:平野 健

滞英偶感(加藤高明) 3冊

点:中川春美 校:山下慧子

校:宗像真李子

大同生命の源流(大同生命保険株

式会社広報部) 1冊

点:木村寿子 校:G校正

定年女子(岸本裕紀子) 3冊

点:池田園子 校:辻志津江

校:橋詰玲子

｢辺境｣の誇り(鎌田遵) 3冊

点:阿部節子 校:加瀬 孝

校:橋詰玲子

星空点呼(嘉成晴香) 2冊

点:福田真弓 校:喜多冨佐子

校:八木光子

翻訳問答(片岡義男) 3冊

点:喜多冨佐子 校:福田真弓

校：高橋世貴子 田中陽子

マイナンバー制度 番号管理か

ら住民を守る(白石孝) 2冊

点:清水浩子 校:木村寿子

校:福元悦子

盲人福祉の歴史(森田昭二) 7冊

点:古谷豊子 校:待田敏彦

校:若林安也子

卵子探しています(宮下洋一) 3冊

点:瀧田愛子 校:G校正

校:平野 健

よく晴れた日にイランへ

(蔵前仁人) 3冊 点:糸山武博

校:G校正 校:平野 健

        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1111

14タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

アイルランドの薔薇(石持浅海)

9:12 音:野﨑淳子 校:浜本裕子

吉川順子 荒木良子

編:下山とよみ

教えてくれたのは､植物でした

(西畠清順) 2:30 音:山口和葉

校:岩谷友子 佐山敦子

山崎千代子 編:辻野玲子

介護ビジネスの世界 7:02

音:柳本絹子 校:矢切素子

山見順子

落ちぶれ同心と将軍さま ４

(藤村与一郎) 7:04

音:谷澤耀子 校:岡 香代子

石井那智子 山崎千代子

編:浅野雅子

温泉教授の健康ゼミナール

(松田忠徳) 6:04 音:鈴木惠子

校:松浦洋子 北川温子

山崎千代子 編:酒居よし枝

くまのプーさん心がふっとラク

になる言葉(PHP研究所) 2:24

音:中島 睦 校:的場操代

中原尚子 西田芳美

編:伊東晴子

こもる力(市村よしなり) 4:13

音:竹下正子 校:上田道子

石原英子 阪本由美子

編:寺下千秋

これだけは知っておきたい働き

方の教科書(安藤至大) 5:23

音:目連雅子 校:竹田佳代

胸永幸子 山崎千代子

編:岡 香代子

チームの力(西条剛央) 6:24

音:坂口幸子 校:小森佳津子

山崎千代子 編:岡 香代子

｢テレビリアリティ｣の時代

(大見崇晴) 14:45 音:竹下正子

校:山本明美 上田道子

本村英子 山崎千代子

編:古跡眞知子

憎むのでもなく､許すのでもなく

(ボリス･シリュルニク) 13:49

音:福池恵理子 校:小林幸子

伊東晴子

ネット検索が怖い(神田知宏)

4:07 音:竹田佳代 校:目連雅子

阪本由美子 山崎千代子

編:若槻敬子

ビジネスに効く最強の｢読書｣

(出口治明) 5:57 音:嶋林茂子

校:浜本裕子 浅野雅子

編:八田芙未子

貧困の中の子ども(下野新聞子ど

もの希望取材班) 4:41

音:郡 薫 校:白石里佳

山崎千代子 編:鳥生次郎

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

        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

一本の木 一軒の家 一人の息子

(楽譜) 1冊 点･校:橋本和代

田中伸子

小林カツ代のお料理入門

(小林カツ代) 2冊

点:中川春美 校:山下慧子

裂かれたる主のからだ(楽譜) 1冊

点･校:橋本和代 中村道子

田中伸子

証拠は天から地から(岡田尚) 4冊

点:和田俊行 校:G校正

ナンプレvol.4 1冊 校:辻 志津江

塚本紀子 浅井良彦

ハナミズキ(楽譜) 1冊

点･校:橋本和代

中村道子 田中伸子

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

最後のラブレター続(鴨志田穣)

5:35 音:松浦洋子

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

みちの光

ﾃｷｽﾄ化:成瀬教子

        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2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2月号 2:28

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』伊東晴子

奥田美穂 志水節子 中島 睦

西田芳美 西和田惠子 松浦洋子

山崎千代子 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 2015年12月号 3:06

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

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

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』

2015年12月号 デイジー版 1:35

カセット全2巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

『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 2015年12月号 3:46

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』

河原眞知子 木村純子 小林加代子

阪本美紀 下山とよみ 寺田美枝子

濵名あきよ 横山時子 渡辺周子

『鍼灸 OSAKA Vol.31 No.2『鍼灸 OSAKA Vol.31 No.2『鍼灸 OSAKA Vol.31 No.2『鍼灸 OSAKA Vol.31 No.2

(2015. 号)』(2015. 号)』(2015. 号)』(2015. 号)』Summer 118Summer 118Summer 118Summer 118

デイジー版 11:34

音･校･編:東洋医学チーム

荒木良子 岩崎千佐子 片岡珠子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

栗本慶子 佐久間かず子

佐々木マス子 佐山敦子

夛田禮子 長田ひとみ 野﨑淳子

濵名あきよ 浜本裕子 前川祐子

三上 菊 渡辺一枝

2016年2月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:04

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:井川倭文子

福田佐智子 折田優子 米虫慶子

大塚陽子 内田佐知子 米田久美子

お役立ち目録 2016年2月号お役立ち目録 2016年2月号お役立ち目録 2016年2月号お役立ち目録 2016年2月号『『『『

～自分を磨く(内面編)～』～自分を磨く(内面編)～』～自分を磨く(内面編)～』～自分を磨く(内面編)～』

デイジー版 0:13

音:本田睦子 校:濵 欣子

『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1月号 4:47

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

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2015年12月24日号 9:37

上原多美子 大島幸枝 大塚しづ子

奥 幸子 小倉玲子 桂 公子

上村裕子 川添美智子 岸田素子

岸野裕子 北川由美子 木村 晶

木村瑛子 小西君子 小山妙美

坂口幸子 坂田嘉子 坂戸真由美

阪本由美子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 嶋林茂子

首藤和恵 関田通子 大登晴代

高橋 武 田中葉子 玉置明美

近森康子 坪田捷子 冨田久美子

中地淳子 中島 愛 中農晃子

中村京子 羽淵雅子 松浦洋子

真見奈津子 密山一二三

吉田典子 和田啓子

編集 古跡眞知子

2015年12月31日･2016年1月7日

新年特大号 12:15

今岡松代 大島幸枝 岡村勝彦

奥田和美 小倉玲子 柏木和子

加藤紀美子 上田啓子 河原眞知子

木村 晶 久下悦子 黒河典子

佐藤公平 澤井 稔 柴田智美

正田潤子 武市敦子 坪田捷子

中地淳子 中村千賀子 中村直美

中本和代 中元友机子

西岡千代子 羽淵雅子 濵 洋一

兵頭つね子 深津綾子 福井和子

福田佳代 前田元子 八十嶋敦子

編集 中本和代

2016年1月14日号 11:55

井尻府三重 上原多美子

加藤和夫 上村裕子 姜 貞眞

阪本由美子 佐藤圭子 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 柴田智美

嶋林茂子 武市敦子 玉置明美

坪田捷子 永井憲子 羽淵雅子

濵 洋一 林 由子 前田元子

向髙寿子 山本スズ子 山本晴代

吉田典子 和田啓子

編集 中本和代

新潮音訳協力グループ:

グループN-BUN

八幡市民図書館朗読ボランティ

アサークルよむよむ

デイジー大阪、奈良県視覚障害

者福祉センター｢草笛会｣
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     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

繕い裁つ人 那須由美子

1/23「杉原千畝」映画館上映協力

藤井倫子 那須由美子 廣野美代子

シネマ・デイジー枠アナ協力

大桑久美子 鹿津直美

ラジオ整理（1･2月）

勝亦悦子 大桑久美子 阪口雅代

中嶋真弓 加藤由美子 中村京子

平林育子 那須由美子 藤井倫子

西川真知子 廣野美代子

古澤満寿枝

台本整理協力 那須由美子

キネマ・アンサンブルキネマ・アンサンブルキネマ・アンサンブルキネマ・アンサンブル◆◆◆◆

８年間29作品の製作･提供に感謝８年間29作品の製作･提供に感謝８年間29作品の製作･提供に感謝８年間29作品の製作･提供に感謝

キネマ･アンサンブルの皆様

には、８年間にわたり、人気

の鬼平シリーズやアクション

を含む様々なジャンルの29作

品(製作中を含む)を製作・ご

提供いただきました。ガイド

ＤＶＤやシネマ･デイジーを通

して、全国の利用者の方々に

映画の魅力と感動を伝えてい

ただき、音声解説の輪を広げ

る大きな役割を果たしてくだ

さったことに対して、心より

感謝申し上げます （林田）。

        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｡

◆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1月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦

CBR地域に根ざしたﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

DAISY編集:笠松幸彦

女性の人権とジェンダー

DAISY編集:森 美恵子

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

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

若槻敬子

［茨木市バラの会］

小椋美智子 竹内久代

◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績

点字 164tl ＦＤ 0tl

デイジー3416tl テープ 42tl

★1月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

すごいインド(ｻﾝｼﾞｰｳﾞ･ｽｨﾝﾊ)

石の虚塔(上原善広)

折りたく柴の記(新井白石)

クララ先生､さようなら

(ﾗﾍﾙ･ﾌｧﾝ･ｺｰｲ)

【デイジー図書】

落ちぶれ同心と将軍さま２

落ちぶれ同心と将軍さま３

(藤村与一郎)

日本史は｢線｣でつなぐと面白い!

(童門冬二)

藤原道長｢御堂関白記｣を読む

(倉本一宏)

 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 一色和子 糸井三佐子

伊東晴子 稲葉猛雄 犬塚敬彦

岩見博司 上ノ山禎子 後 恵子

内山扶美代 江口不二子

大坂陽子 大島幸子 岡崎宏美

置塩啓子 荻野珠紀 奥井秀子

加納蕙子 神谷考子 北村優美子

菊池雅子 香西麻里子 古賀和子

佐藤美鈴 澤井 稔 柴田智美

島 美緒 高橋美代子 谷崎節子

滑川久代 直場徳宥 畠田幹子

浜田夏峰 林 勇 福島悦子

福田嘉寿憲 福地京子 古木昭子

星子鐵郎 細井昌子 前田芳野

前田元子 増尾明子 増山多惠子

松谷富子 松田洋子 松原和子

眞野祥子 南 礼子 向井民子

望月 明 森田 陞 八十嶋敦子

山内一子 山内紀代子

山田栄利子 山本美佳子

1月 利用者13人･65件

ボランティア57人

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･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

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 71枚)

他館 32tl(CD 260枚)

シネマ･デイジー 5tl(CD 25枚)

雑誌 9タイトル(899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』』

『お役立ち目録 『週刊新潮』』

『日経パソコン 『鍼灸OSAKA ）』 』

        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）

【1月実績】

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

西畑貴好(敬称略をご容赦下さい)

感 謝 報 告



ＮＨＫテレビに当館から相次ぎ出演

今年１月からＮＨＫテレビの３番組に当

館職員が取材協力、出演しました。１本目

は１月21日朝、｢おはよう関西｣でマルチメ

ディアデイジー教科書を使用する生徒と当

館の製作状況を紹介。２月20日昼前には、

｢学校再発見バラエティあほすき｣の１コー

ナー｢教科書探求団｣に奥野主任が出演し、

点字教科書を紹介。さらにＮＨＫ放送大学

｢情報メディアの活用～第14回 特別支援教

育と情報資源利用｣に久保田部長が出演し、

｢第３部 マルチメディアデイジー｣につい

て20分間講義。こちらは放送日は未定です

が、来年度から６年間放送される予定です。

点字の習得・活用を目指して講演会

当館主催の講演会とワークショップ｢ひ

ろがれ！点字～学齢期におけるＩＴの活用

と点字学習を考える｣が２月20日、当館で

開催。地域の学校や特別支援学校の教員な

ど22人が参加しました。橋本市の公立中学

で社会科を教える全盲の大前雅司氏が自身

の経験を踏まえ｢点字習得とＩＴ活用につ

いて｣講演し、当館の岡田サービス部長が

｢視覚障害児童・生徒に役立つＩＴの現状｣

を紹介。パソコンや音声による情報入手が

容易になり、点字が軽視される傾向にある

中、視覚障害児童・生徒にとって欠くこと

のできない文字である点字をいかにして習

得・活用させるかについて検討し、地道で

多面的な取り組みの必要性を確認しました。

朝生登志子様から多額のご厚志

当館の録音ボランティアで、昨年１月に

91歳で亡くなられた朝生登志子様からこの

あ そ う

度、当法人に多額の遺贈金を賜りました。

朝生さんは1986年に音訳講習会を受講後、

『週刊新潮』の録音を中心に活動を続けら

れ、2001年に退会。その後ご連絡はありま

せんでしたが、ご逝去の前に遺産を当法人

に寄附するよう遺言されたとのことです。

活動終了後も当館を覚えて下さったことに

感謝し、心からご冥福をお祈りいたします。
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【２月】

12日 専門音訳講習会デイジー編集コース･

応用編(２回目は17日)

13日 オープンデー(館内見学日)

20日 講演会｢ひろがれ！点字｣

25日 音訳技術研修会・福岡会場(～26日)

26日 わろう座映画体験会｢釣りバカ日誌13」

予 定予 定予 定予 定

【３月】

１日 ダスキン研修生研修開始(～4月2日)

３日 ボランティア友の会世話人会

京都ライトハウス新任職員研修

８日 ボランティア交流会(全館休館)

10日 音訳技術研修会・東京会場(～11日)

12日 オープンデー(館内見学日、要予約)

15日 見学:京都府視覚障害者協会綾部支部

17日 見学:小松島市身体障害者連合会

18日 専門音訳講習会デイジー編集コース･

基礎編(～19日)

23日 対面リーディングＶ基礎講習会

31日 ５階サービスフロア休業(棚卸し)

今年度は特に見学案内に力を入れ編 集編 集編 集編 集

たため、年間の見学件数は70件、後 記後 記後 記後 記

400人に達する勢いです。毎回のように｢こ

んな所にこんな進んだ施設があるとは知ら

なかった｣｢ボランティアの方々がこんなに

活躍されているとは知らなかった｣とお褒

めいただき、嬉しくもあり、当館の存在感

のなさが悲しくもあり。来年度はもっと当

館のＰＲに努めたいと思います。(竹)
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