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ボランティア交流会で活動歴30年・20年以上の７人に感謝状

今年度のボランティア友の会交流会・総会は３月８日(火)、肥後橋の玉水記念館で開催され、

ボランティアと職員合わせて130人が参加しました。感謝式典では、当法人の竹下館長からボラ

ンティアの皆様に日頃の活動への感謝を申し上げた後、当館のボランティアを20年・30年以上続

けてくださっている７人の方に感謝状を差し上げました。交流会は２部構成で行い、第１部は機

器を使ったサピエ図書館の利用方法や、点字・録音・マルチメディアデイジー図書やシネマデイ

ジーの製作の様子をご紹介しました。第２部は当館利用者の吉川隆史さんの落語、ハーモニカア

ンサンブル｢てとーと｣さんの演奏を楽しみ、友の会総会を行いました。午後は昼食と受賞者イン

タビュー、恒例のバザーも盛り上がり、楽しい１日を過ごしました。(総務係 加治川千賀子)

(敬称略)受賞者の皆さん

左から録音製作係の水野順子、

久保洋子、対面リーディングの

岩見博司、点字製作係の木村寿

子、若林安也子。

吉原澄江さん、江口不二子さん

はご欠席でした。

感謝状贈呈者のプロフィール

◆活動歴30年以上

【録音ボランティア】２人

久保洋子さん 理数チーム、東洋医学チーム

よ う こ

に所属し、専門書を多数製作。印刷された資料

をいかに音声でわかりやすく伝えるかというこ

とに情熱を傾け、当館の音訳指導者として多く

の音訳ボランティアの育成に尽力されています。

水野順子さん 古典チームの要として、音訳、

じゅんこ

校正に携わってこられ、絵本から古典の専門書

まで幅広く音訳され、マルチメディアデイジー

教科書の製作にもご協力いただいています。

◆活動歴20年以上

【点訳ボランティア】３人

木村寿子さん 理科に関する図書を多く点訳

ひ さ こ

され、点図の技術を後輩の方にご指導いただい

ています。中でも地域の学校で学ぶ児童・生徒

用の理科教科書の点訳・校正に携わられたほか、

俳句、歴史、落語なども多数点訳。第２校正者

としても活動していただいています。

吉原澄江さん 念入りな下調べを要する古典

よしはら

や歴史書にも、ひるまず取り組まれ、丁寧に点

字のレイアウトや表現を考慮し点訳してくださ

っています。現在は、大英博物館の資料から読

み解く歴史物語を点訳されており、多数掲載さ

れている写真の説明にも挑戦されています。

若林安也子さん 十数年にわたり、地域の学

あ や こ

校で学ぶ児童・生徒用の国語の教科書の点訳・

校正にご協力。児童点字図書製作グループにも

所属し、本に合わせて布表紙を手作りしていた

頃から長年点訳・校正に携わってこられ、最近

では、当館で活動されている短歌グループの会

誌や、当館利用者が執筆した｢盲人福祉の歴史｣

の校正などにも取り組んでいただいています。

【対面リーディングボランティア】２人

岩見博司さん 最近は、主に小説やエッセイ

など、文学作品を多く読んでいただいています。

急な依頼にも時間帯があえば引き受けてくださ

り、困った時に頼りになる方です。

江口不二子さん ボランティアになってすぐ

Ｖ世話人をお引き受けくださったり、新聞や落

語の本などは連日の依頼にも快く来館ください

ました。最近では、当館の対面Ｖ向け講習会で、

体験談や活動についてのアドバイスをいただく

など、後輩の育成にもご助力いただいています。

ボランティアのページ
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ボランティアのページ

2015年度ボランティア友の会総会で報告･承認された事項

年に一度の｢交流会｣は、ボランティア友の会の総

会をおこなう場でもあります。当日は、午前の部の

最後に総会を開催し、世話人会10人の皆さんの進行

で以下の事項が報告、承認されました。

〔１〕 2015年度活動報告

行事行事行事行事

１．ボランティア交流会・総会

３月19日(木) 交流会参加者：129人

梅木久代さん・好彦さん講演

２．ガイド体験会 ｢楽しく歩こう、安全に」

６月４日(木) 参加者：14人

、視覚障害についての基本講座、手引き体験

ワークショップ(絵や写真を言葉で説明す

る、視覚を使わずに触る・味わう)

３．施設見学会 日本ライトハウス盲導犬訓練所

（千早赤阪村）

11月16日(月) 参加者：39人

世話人会報告世話人会報告世話人会報告世話人会報告

2015年３月26日(木) 第１回世話人会

・新旧世話人引き継ぎ

・2015年度世話人の役割分担決定

・３月19日の友の会交流会・総会の反省

５月７日(木) 第２回世話人会

・ガイド体験会内容確認

・施設見学会について

７月２日(木) 第３回世話人会

・ガイド体験会の反省

・施設見学会について検討

９月３日(木) 第４回世話人会

・施設見学会の検討

11月５日(木) 第５回世話人会

・施設見学会の詳細確定

・対面リーディングＶの集いへの助成

・ボランティア友の会交流会内容検討

2016年１月７日(木) 第６回世話人会

・施設見学会の反省

・ボランティア友の会交流会準備について

・次期世話人について

３月３日(木) 第７回世話人会

・交流会・総会の事前準備・打ち合わせ

・バザー用品値付け

〔２〕 2015年度会計報告

収入 前期繰越金 345,575

交流会会費 112,000

バザー収入 92,850

募金・寄付金 56,980

施設見学会参加費 111,000

郵便貯金利息 87

合 計 718,492

支出 交流会経費 213,566

ガイド体験会経費 1,700

施設見学会(盲導犬訓練所） 134,813

対面の集い助成金 10,000

世話人会経費 14,000

友の会文庫助成金 10,000

次期繰越 334,413

合 計 718,492

（敬称略）〔３〕 2016年度世話人

留任 飯村康志（図書･情報) 井上惠子(対面)

前田裕子(点字) 山見順子(録音)

山本普実雄(点字)

新任 小倉玲子(録音) 神谷考子(対面)

やす こ

那須由美子(音声解説) 森 美恵子(MMD)

退任 伊東晴子(対面) 片岡忠克(図書･情報)

加藤珠子(MMD) 鳥山正彦(録音)

藤井倫子(音声解説)

３月24日に行われた第１回世話人会で、代

表に山本普実雄さん、書記に飯村康志さん、

会計に山見順子さん、会計監査に前田裕子さ

んが選ばれました。

【２０１６年度活動予定】【２０１６年度活動予定】【２０１６年度活動予定】【２０１６年度活動予定】

・ガイド体験会 ・施設見学会等

・友の会交流会・総会



- 4 -

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2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2222

22タイトル68冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2016年3月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

｢いつものパン｣があなたを殺す

(デイビッド･パールマター) 5冊

点:野上満智子 校:G校正

校:橋詰玲子

オオカミがいないと､なぜウサギ

が滅びるのか(山田健) 3冊

点:山本普実雄 校:G校正

校:古谷豊子

コレモ日本語アルカ？(金水敏)

3冊 点:黒堀比佐子

校:G校正 校:平野 健

逆さの骨(ジム･ケリー) 6冊

点:岩田幸代 校:大西裕子

校:橋詰玲子

10分で読めるスポーツで夢を

あたえた人の伝記(塩谷京子)

2冊 点:佐藤明子 校:G校正

校:平野 健

社会福祉法人の原点(加藤重雄)

3冊 点:島谷久美子 校:浅井良彦

校:平野 健

人生下り坂最高！(火野正平 NHK

ﾁｰﾑ心の旅) 2冊 点:吉原澄子

校:G校正 校:平野 健

城と宮殿でたどる！名門家の悲

劇の顛末(祝田秀全) 2冊

点:栗栖 忍 校:G校正

校:平野 健

世阿弥の世界(増田正造) 4冊

点:丸山順介 校:G校正

校:岡田允子

世界でいちばんユニークなニッ

ポンだからできること

(桜井孝昌) 3冊 点:工藤京子

校:G校正 校:丸山順介

潜伏キリシタン(大橋幸泰) 5冊

点:雪岡加奈子 校:G校正

校:平野 健

大学入試／ステップアップ現代文

<標準>(絶対合格プロジェクト)

2冊 点･校:グループＯＮＥ

奴隷のしつけ方(マルクス･シド

ニウス･ファルクス) 4冊

点:辻村惇子 校:G校正

校:平野 健

永田鉄山 昭和陸軍｢運命の男｣

(早坂隆) 4冊 点:古本扶美子

校:G校正 校:平野 健

100のモノが語る世界の歴史3

(ニール･マクレガー) 5冊

点:塚本紀子 校:G校正

校:篠原苑子

ひとり飲み飯 肴かな(久住昌之)

2冊 点:西岡貴美子 校:G校正

校:平野 健

ぼくの宝は足と友(渡利真) 2冊

点:入江知子 校:黒堀比佐子

校:小林陽子 校:八木光子

毎日､ふと思う9(浅見帆帆子)

3冊 点:増田芳子 校:G校正

校:加尾美千子

りゆうがあります(ヨシタケ･

シンスケ) 1冊 点:奥川法子

河村牧子 校:河村牧子

校:平野 健

40歳からは食べ方を変えなさい!

(済陽高穂) 2冊 点:高橋淳子

校:G校正 校:丸山順介

40歳過ぎたら､｢1日2食｣にしなさい

(藤城博) 2冊 点:増田芳子

校:G校正 校:宗像真李子

【訂正】

3月号掲載の以下の図書に誤り

がありましたので、お詫びして

再掲載いたします。

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:清水浩子

        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2222

17タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

あさめし･ひるめし･ばんめし

(日本ペンクラブ) 8:39

音:栗本慶子 校:桃井輝子

大林 緑 山下富代

編:若槻敬子

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) 9:57 音:岡 香代子

校:谷澤耀子 中澤康子

山崎千代子 編:山本雅子

歩き続ければ､大丈夫｡(佐藤芳之)

5:08 音:上月直子

校:下山とよみ 山崎千代子

編:八田芙未子

イラク｢人質｣事件と自己責任論

(佐藤真紀編) 7:19

音:小林加代子 校:横山時子

髙岡博子 編:吉川順子

大阪名物(井上理津子 他) 7:16

音:寺下千秋 校:辻野玲子

女たちの曠野(山形暁子) 13:46

音:羽田直美 校:大西祥子

山崎千代子 編:辻野玲子

介護士からプロ棋士へ

(今泉健司) 7:56

音:大桑久美子 校:北川温子

坪田捷子 山崎千代子

編:浅野雅子

幸福な王子(オスカー･ワイルド)

7:10 音:志水節子 校:松浦洋子

西和田惠子 西田芳美

編:伊東晴子

子どもと本(松岡享子) 9:29

音:西村郁子 校:嶋川真理子

三上 菊 編:岡 香代子

和解という知恵(広田尚久) 7:43

音:八十嶋敦子 校:田中恵子

佐山敦子 編:石井ふみ代

感 謝 報 告
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世界をつなぐ歌｢ねがい｣

(三輪純永) 4:08

音:内藤かほる 校:小山久子

中澤康子 山崎千代子

編:下山とよみ

能苑逍遥 上(天野文雄) 14:42

音:西嶋千里 山口孝代

宮 清子 校:吉田弘子

山中真理子 鈴木栄子 髙梨智子

中澤康子 編:鳥山正彦

｢病気知らず｣の体をつくる

ビール健康法(大川章裕) 4:58

音:下山とよみ 校:寺下千秋

山崎千代子 編:岡 香代子

ブラインド･サイド(マイケル･

ルイス) 17:48 音:阪本由美子

校:坂口幸子 寺下千秋

編:岡 香代子

宮沢賢治の声(綱沢満昭) 4:55

音:有末 道 校:松浦洋子

鈴木栄子 髙室雅子 山崎千代子

編:上月直子

よみがえる昭和こども新聞昭和

２１年～昭和３７年編(昭和こ

ども新聞編纂委員会) 17:49

音:胸永幸子 校:後藤佳代

下山とよみ 木村純子

ルポ虐待の連鎖は止められるか

(共同通信｢虐待｣取材班) 3:16

音:三原佳子 校:福島博子

濵名あきよ 編:下山とよみ

        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

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

海から何かがやってくる

(田中芳樹) 7:54

音･編:音訳の会碧

オステオパシー医学のメカニカ

ルリンク(下村彰慶) 6:32

音･編:髙橋由紀江

霧の木曽三川淵(瀬戸口良弘)

8:57 音･編:音訳の会碧

新聞｢赤旗｣読書欄 2015年11月､

12月分 4:19 音:本田睦子

校:濵 欣子

伝え方が９割２(佐々木圭一)

3:48 音:松浦洋子

デスマーチからはじまる異世界

狂想曲３(愛七ひろ) 8:00

音:松本公丹子

点字図書点字図書点字図書点字図書

PROFESSIONAL MONITOR RECEIVER

AR-3000A取扱説明書(AOR) 1冊

点:梶原由美子 校:G校正

大阪弁護士会 訪問販売お断り

ステッカー(リーフレット)

1冊 点:村田晶子 校:G校正

各種災害伝言サービスの特徴と

使い方(A4･１枚) 1冊

点:河村牧子 校:木村寿子

短歌サロン｢金平糖｣二〇一五年

の短歌(作者別) 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

時計付小型音声電卓(CA-117)

取扱説明書 1冊 点:塚本紀子

校:辻志津江

庭の千草(楽譜点訳) 1冊

点:橋本和代 校:田中伸子

辻野純代

また君に恋してる(楽譜) 1冊

点:橋本和代 校:田中伸子

旅愁(楽譜点訳) 1冊 点:中村道子

校:田中伸子 辻野純代

私の連絡先･メモ(A4･1枚) 1冊

点:河村牧子 校:木村寿子

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

伝統鍼灸 第40巻第2号(通巻78号)

ﾃｷｽﾄ化:吉川順子

伝統鍼灸 第41巻第1号(通巻80号)

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子

        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3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3月号 2:20

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

小倉怜子 川端真知子 小林幸子

中島美穂 中原尚子 西田芳美

西和田惠子 野﨑淳子 的場操代

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1月号 2:42

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』

2016年1月号 デイジー版 2:09

カセット全2巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

2016年3月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:02

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:井川倭文子

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会=

堀田美代子 小柳由美子 古川和子

桑島佐智子 中川知津代 明見睦子

樋井佳津子

お役立ち目録 2016年3月号お役立ち目録 2016年3月号お役立ち目録 2016年3月号お役立ち目録 2016年3月号『『『『

～映画化･ドラマ化～』～映画化･ドラマ化～』～映画化･ドラマ化～』～映画化･ドラマ化～』

デイジー版 0:11

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2月号 4:54

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

感 謝 報 告
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『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1月号 3:54

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』

金井典子 木村純子 竹田佳代

夛田禮子 寺田美枝子 橋本万里

福島博子 溝渕久美子 目連雅子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2016年1月21日号 10:27

天江美佐子 池田和子 太田貴子

大藤喜久子 越智真弓子 姜 貞眞

北村優美子 木村 晶 帰村千恵

大登晴代 髙久俊子 詫摩多美子

竹田佳代 田淵浩子 中村洋子

西村道子 西本美加子

西山トシ子 直場徳宥 橋本明子

星子鐵郎 前田元子 増尾敏子

松原和子 柳内登喜子 山下 豊

大和澄子 和田文子

編集 町田美樹子

2016年1月28日号 9:56

兄井寿美子 石倉有記 石原真由美

大島幸枝 大塚しづ子 奥 幸子

上村裕子 加茂みくり 川添美智子

岸田素子 北川由美子 木村瑛子

久下悦子 小西君子 小林万智子

坂田嘉子 坂戸真由美 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 嶋林茂子

関田通子 大登晴代 高田郁恵

武市敦子 田中葉子 坪田捷子

中地淳子 中農晃子 中村京子

西岡千代子 橋村惠子 羽淵雅子

濵 洋一 弘津千加子 前田元子

真見奈津子 密山一二三

八十嶋敦子 吉田典子 吉永英子

和田啓子

編集 古跡眞知子

2016年2月4日号 9:23

乾 郁子 今岡松代 岡村勝彦

奥田和美 加藤紀美子 上田啓子

河原眞知子 黒河典子 竹村京子

中村千賀子 中村直美 中本和代

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2月11日号 10:06

井尻府三重 奥 幸子 長村明子

加藤和夫 上村裕子 姜 貞眞

坂口幸子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 嶋林茂子

鈴木恵子 武市敦子 竹田佳代

永井憲子 中村京子 橋村惠子

濵 洋一 林 由子 前田元子

向髙寿子 八十嶋敦子 山本スズ子

山本晴代

編集 古跡眞知子

2016年2月18日号 10:04

岩谷友子 太田貴子 大藤喜久子

越智真弓子 姜 貞眞 北村優美子

木村 晶 詫摩多美子 田渕浩子

当房公子 中村洋子 中本和代

西村道子 西本美加子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 星子鐵郎

前田元子 増尾敏子 松原和子

三輪啓子 柳内登喜子 山下富代

山下 豊 大和澄子

編集 町田美樹子

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｣

        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2月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

◆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

実践！はじめての茶会

ﾃｷｽﾄ化:山本和代 松本昌子

DAISY編集:足立佐紀子

音:岩井悦子 金井典子

テーブルマナーの絵本

ﾃｷｽﾄ化:直江君晏 吉川順子

音:寺澤理子

音校正:吉川順子

大学院小論文の書き方

ﾃｷｽﾄ化:山田理子 中川幸子

DAISY編集･音(TTS):森田敏子

音:浜本裕子

障害のある子の親である私たち

ﾃｷｽﾄ化:山本和代

画像・DAISY編集･音(TTS):

山田理子

今からはじめる!就職へのレッスン

ﾃｷｽﾄ化:吉川順子 松本昌子

森田敏子

DAISY編集･音(TTS):松本昌子

コミュニケーションの日本語

ﾃｷｽﾄ化:岩井和美 片山広美

DAISY編集:足立佐紀子

音:新熊玲子

音校正:吉川順子

哲学のおやつ じぶんと他人

ﾃｷｽﾄ化:山田理子

社会を生きるための教科書

ﾃｷｽﾄ化:木原富子 佐藤久子

千徳節子 新田 優

画像:直江君晏

DAISY編集:加藤珠子

音(TTS):森田敏子

書きこみ教科書詳説世界史

スキャン:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:森田敏子 松本昌子

山田理子

画像・DAISY編集:足立佐紀子

音(TTS):森田敏子

ハキちゃんの｢はっぴょうします｣

ﾃｷｽﾄ化:木原富子 佐藤久子

音:浜本裕子

平和の種をまく

ﾃｷｽﾄ化:新田 優

音:山下厚子
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少年探偵５ 青銅の魔人

ﾃｷｽﾄ化:佐藤公平 山田理子

画像:足立佐紀子

DAISY編集:田中喜久江

音(TTS):加藤珠子

DAISY校正:森田敏子

     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◆◆◆◆

シネマ・デイジー

ゴースト ﾆｭｰﾖｰｸの幻

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ:勝亦悦子

台本･編集:勝亦悦子 川添美智子

北川富美代 鹿津直美

校正:那須由美子

2/26わろう座映画体験会

「釣りバカ日誌13」協力

加藤由美子 阪口雅代 廣野美代子

西川真知子 中村京子 北川富美代

那須由美子

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰ枠アナ協力

大桑久美子 竹田佳代 川添美智子

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  

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］

片倉康子 永崎利恵 森島真由美

◆ 2月の貸出実績◆ 2月の貸出実績◆ 2月の貸出実績◆ 2月の貸出実績

点字 177tl ＦＤ 0tl

デイジー4179tl テープ 36tl

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 17tl(CD 82枚)

他館 33tl(CD 263枚)

シネマ･デイジー 5tl(CD 25枚)

雑誌 8タイトル(1113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 ）』

 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  

飯塚 恵 石川京子 伊東晴子

稲葉猛雄 井上惠子 岩見博司

上ノ山禎子 後 恵子 内山扶美代

大坂陽子 大西順子 岡 香代子

置塩啓子 奥井秀子 神谷考子

北村優美子 倉都和子 黒部妙子

香西麻里子 古賀和子 小杉洋子

佐藤美鈴 柴田智美 角野和子

建石芳子 田伏惠子 乕松益美

中野龍子 中村京子 直場徳宥

畠田幹子 林 勇 林 久利

廣岡敏雄 福田嘉寿憲 福地京子

古木昭子 細井昌子 細見芳江

堀口久美子 本荘一子 前田元子

増尾明子 待田敏彦 松谷富子

松田洋子 眞野祥子 南 礼子

宮本和子 向井民子 森田 陞

山内一子 山内紀代子 渡瀬尚子

2月 利用者12人･59件

ボランティア54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）

【2月実績】

例会 石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 高田佳直 原木 眞

政所 章

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

大阪放送ﾗｼﾞｵﾁｬﾘﾃｨﾐｭｰｼﾞｯｸｿﾝ

全国PHP友の会PHP思いやり運動

北山さくら 上原多美子 林 貞子

長宅政夫 長宅栄美子 松下赫子

(敬称略をご容赦下さい)

◎ボランティア友の会バザー◎ボランティア友の会バザー◎ボランティア友の会バザー◎ボランティア友の会バザー

物品のご提供者物品のご提供者物品のご提供者物品のご提供者

60人余りの皆様から多数の品

物をご寄贈いただき、まこと

にありがとうございました。

バザーの売上は108,900円に達

し、友の会の活動資金に充当

しました （敬称略）。

青松清子 有光美穂 飯村康志

井川倭文子 茨木市バラの会

伊東晴子 岩見博司

上田道子 大桑久美子 片岡珠子

金井典子 川端正子 河村牧子

川﨑安恵 木原富子 木村寿子

久保洋子 小林幸子 米谷治子

香田真由美 阪口雅代 佐藤久子

佐久間かず子 佐々木マス子

澤田祐子 志水節子 清水浩子

園田香代子 高橋淳子 髙橋由紀江

夛田禮子 田中恵子 田主祥子

都解節子 土井賀津子 中川晴美

西田芳美 西和田惠子 野上満智子

野﨑淳子 浜本裕子 林 曠子

廣野美代子 福池恵理子 藤井倫子

藤田比呂子 細見芳江 本条佑子

松浦洋子 宮 清子 宮崎ナオヨ

宮嶋昌代 南 佳奈 桃井輝子

山下慧子 山田喜志子 横山時子

和田啓子 渡邊洋子

ほかの皆さま



早川福祉会館点字図書室の業務を受託

当法人では、2010年度から大阪市の委託

で早川福祉会館点字図書室(東住吉区)を運

営してきましたが、この度、新たに2016年

度から３年間の運営受託が決まりました。

６年間の運営で、早川のボランティアの方

々との信頼関係は深まり、製作・貸出実績

も着実に上昇しています。今後も数又幸市

かずまたこういち

室長をはじめ12人の職員により、サービス

の向上とボランティア活動のサポートに努

め、当館との連携も深めながら、早川の独

自性を発揮していくことを目指しますので、

ご支援ご協力をお願いいたします。

第17期ダスキン研修生の研修が終了

３月１日から当館で研修を行ったダスキ

ンアジア・太平洋障害者リーダー育成事業

第17期生、モンゴルのアリさんとソロモン

諸島のジェイビス君が４月２日に東京へ戻

ります。大阪では毎日新しい出会いと発見、

学びがあったようです。２人はこの後、各

地で研修を続け６月末に帰国します。特に

お世話になった皆様(以下にお名前を掲載、

敬称略)にお礼申し上げます。

石川昌宏 伊東晴子 清水浩子 峠口朋子

高橋世貴子 高橋三千代 ネルソン桂子

西垣泰子 西田芳美 原木 眞 待田敏彦

森脇芳和 山本 香 若松ひろみ 和田俊行

岸 博実 品川博之 新阜義弘 広瀬浩二郎

不動澄江 三上 洋 安田真之 山本宗平

２０１６年度の人事異動について

３月から４月にかけて以下の人事異動を

行います。業務に慣れるまでご迷惑をかけ

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。

◆採用

白坂マナミ(メディア製作センター=MSC)

山岡幸雄(図書・情報係、対面Ｒ担当)

内藤流津(録音製作係)

◆異動

木田陽子(図書・情報係→録音製作係)

小西美希(録音製作係→ＭＳＣ)

越智 寛(MSC→ )早川福祉会館点字図書室

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【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 森田昭二氏講演会(参加56人)

オープンデー(館内見学日)

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

24日 ボランティア友の会世話人会引継式

29日 日盲連･日点･日ラ合同研修会

31日 ５階サービスフロア休業(棚卸し)

見学 15日:シロアム視覚障害者福祉館、

京都府視障協綾部支部､16日:阿南市視障

者連合会､17日:小松島市身障者連合会

予 定予 定予 定予 定

【４月】

９日 オープンデー(館内見学日、要予約)

12日 音訳Ｖ養成講習会(１)開講

13日 音訳Ｖ養成講習会(２)開講

21日 バリアフリー展(～23日､ｲﾝﾃｯｸｽ大阪)

４月１日から障害者差別解消法が編 集編 集編 集編 集

施行されます。簡単に言えば｢障害後 記後 記後 記後 記

で差別してはいけない｣ ｢合理的配慮＝負

担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り

除くために必要な便宜｣の２点です。でも

罰則は無いなど、ちょっと歯切れの悪い法

律。すぐには何も変わらないかもしれない

けど、皆の意識が大事なので、話し合い考

えながら行動に変えて行きたいです。(茂)
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