
第46巻10号2023年2月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板
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２月号

点字図書の製作に取り組んでみませんか

当館では、2023年度の｢点訳ボランティア養
成講習会｣を５月から開講します。点字の世界
はとても奥が深く、学べば学ぶほど、点訳すれ
ばするほどやり甲斐が出て来ます。事前知識は
不要です。この機会にぜひお申し込みください。

 時 ５ 12  ７ 28 の毎週 曜 (６ 
30 を除く)13時30分 15時30分。初級修了後、
試験を経て中級を９ １  12 15 に開催。

受講料 無料。テキスト代のみ自己負担。
申込締切 ３月31日(金) 定員 10人。
説明会と事前試験 ４ 21 ( )10時 
お申込みは、実施要項をご請求の上、点字製

作係(電話06-6441-1028)までどうぞ。

福本淳 さんのトーク＆ライブをオンライン配信
きよし

早川福祉会館点字図書室のボランティア交流会
が２ 18 ( )14時 15時30分、同館会議室と
オンライン(YouTube)で開催されます。ゲストは
当館の利用者で、ミュージシャンの福本淳さん。
当館ボランティアのオンライン視聴を歓迎。申込
は２月13日(月)までに、氏名と所属を明記し、Ｅ
メールhayakawa-f@k2.dion.ne.jpの同館まで。

ボランティア友の会交流会にバザー物品を！

今年度のボランティア交流会の開催が４月28
 ( )13時 16時30分、  記念館に決まりま
した。今回はボランティア友の会の活動費確保
のためにも久しぶりにバザーを開催したいと思
いますが、まだ品物が足りません。ぜひ一品で
も多くご提供くださるようにお願いいたします
(生ものはご遠慮ください)。お届け、お問合せ
は３階総務係(電話06-6441-0015)まで。

２月～３月の休館・休室について

２月９日(第２木曜)＝エンジョイ！グッズサ
ロンと図書貸出は書庫･在庫整理日のため休室。

２月11日(土･祝)＝全館休館
２月23日(木･祝)＝全館休館
３月３日(金)＝日本ライトハウス創業100周

年記念式典のため全館休館

表紙絵について 昨年12月に亡くなられ
た武部はつ子さんが描かれ、2010年２月号を
飾ったイラストを再掲載しました(３月号も
掲載予定)。次頁の追悼記事と共に武部さんを
偲んでいただければ幸いです。
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【追悼】今も心に生き続ける武部はつ子さん

前号でお伝えした通り、当館ボランティアの武部はつ子さんが昨年12月７日ご病気で逝去されました。
35年間、点訳に始まり、図書貸出サービスを支えると共に、本誌の表紙絵も描き続けてくださいまし
た。 年親交を頂いたボランティアと図書・情報係の職員から追悼の 葉を捧げます。

明るい笑顔、ハッキリした言葉、パワーと信念

図書・情報係ボランティア 片岡 忠克
｢武部さん 。武部はつ さん 。今はどのあ

たりですか ｣ ｢聞こえていますか 」
｢武部さん 、声が聞こえません。｣
師走の悲しいあの日から、もう１か月が過ぎま

した。あの明るい笑顔、ハッキリした言葉、あの体
から出るパワーと、強い信念、仕事は早く、何時も
感心していましたが、もう見ることはできません。

初めての出会いは、情報文化センターの仮移転
先だった日本橋のビルでした。新聞記事の映画批
評を見て、｢この人はご主人ですか｣と尋ねてから、
ご主人のマラソン歴、映画の話、ジャズコンサー
トなどいろいろ話が弾み、ケルトの地を訪ねて取
材され｢古代ケルトの残照｣を発刊されるなど、ご
主人と何時も一緒に活動しておられました。

本を発刊されれば何時も紹介いただいて、お話
を聞いていました。それはボランティア活動の日
の僅かな時間帯でしたが、何時も楽しそうに話し
ておられ、こちらも気持ちよく聞いて、何時かは
訪ねてみたいと思うようになりました。

ご主人のジャズコンサートの日は、受付を担当
されて、観客の皆さんを気持ちよく案内されてお
り、疲れを知らないガンバリ屋さんと思いました。

こんなこともありました。何時の年か友の会の
バザー企画として『ワンブックワンライフ』の表紙
絵の展示即売展を実施しました。武部さんのお世話
に、館からの支援を頂き、大好評だったことも良い
思い出でしたね。ユーモラスな季節の事柄を大き
な気持ちで仕上げられるのが武部さんの包容力と
思います。表紙絵が見られなくなるのは残念です。

昨年の６月に体調を崩されて、脚に後遺症が残
りましたが、１か月後には復帰されて、杖を突き
ながら、ボランティア活動を始められ、10月末に
はアニマルのイラスト展を開催され、皆さんから
追加の注文を頂いて頑張っているというお話をお
聞きして安心していましたが、12月初めに自宅で
突然に倒れて静かに旅立たれました。

ご主人は何時も｢はっちゃん、はっちゃん｣と呼
んでおられたようで、「何時も私の空気のようで

した｣とお話されたのが印象に残っています。
どうか今は静かにお休みください。心からご冥

福をお祈り申し上げます。
｢さようなら、はっちゃん。｣ 合掌

利用者・職員、共に支えてくださった武部さん

図書・情報係 山岡 幸雄
｢今日はデートやから、きっちり帰らしても

らうで。｣旦那さんとの約束がある日は必ず笑
顔でそう宣言してから、作業された武部さん。
筋を通さないと気が済まない武部さんは、もち
ろん一切手を抜きません。猛烈な勢いで、録音・
点字の貸出・返却処理、書庫戻し、新刊図書の
点字確認に督促までこなされていきます。なん
て、簡単に書きましたが、それは業務に対する
並大抵の理解で出来ることではないのです。本
当に職員と同じ、いや、それ以上のことを積み
重ね、共に利用者を支えてくださっていたので
す。｢そんなんあかんで！ちゃんとやったげ！｣
厳しい言葉で職員の背筋をシャンとさせ、｢で
きることは何でも言うてや。そしたら少しでも
負担減らせるやろ。｣｢きついな。でも、よう頑
張ってる。見る人にはわかるからな。｣と、温
かい言葉をくださった武部さん。…え？書庫戻
しが出来てない？それは三途の河を泳いで戻っ
てこられるのを待っているからですよ！はよ、
みんなで一杯やりましょう。ね、武部さん。

ボランティアのページ
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これからも繋いでいきたい！点訳と音訳の技術

澤田祐子さん、久保洋子さんにインタビュー(３)

昨年11月号から連載してきた点訳ボランティア歴52年目の澤田さんと音訳ボランティア歴39年
目の久保さんの対談も最終回を迎えました。今回は、コロナ禍に思う日本ライトハウスのボラン
ティア活動についてお聞きしました。 年かけて築き上げたボランティア活動の形が変わらざるを
得ない今日ですが、お二人の提言をヒントとして、皆さんとご一緒にやり甲斐と喜びを感じられる、
質の い活動を実現していきたいと思います。(製作部 久保  )

些細な事を皆でワイワイ、それが技術の蓄積に

Ｑ．この２年間、感染症拡大防止対策で対面
でのボランティア活動を制限せざるを得なかっ
たのですが、ボランティアの方のモチベーショ
ンが下がっているのではないか。また、点訳・
音訳技術が下がってしまったのではないかと感
じる場面が増えてしまいました。
澤田 わかります。校正も郵送でやりとり

しているから、対面での読み合わせをしていな
いものね。前は、(点字製作のフロア内で)ちょ
っとそこまで行こうとしただけでも呼び止めら
れて、ちょっとしたレイアウトのことなんかを
聞いてもらえていたけれど、オンラインとか郵
送だったら、そういうことはできないでしょう。
そういう小さなやり取りで大事なことを覚えて
いくんです。
久保 一人で黙々とやるだけじゃなくてね、

やっぱり週に１回、館に来て、皆の顔を見て、
職員の顔も見て。顔を合わせるってことが大事
なんだと思いますよ。
澤田 ごちゃごちゃ喋っているうちに、向

こうの方から｢あなたちょっとそれ違うわよ｣と
か言われてみたりしてね(笑)

久保洋子さん(左)と澤田祐子さん(右)

久保 そうやって、いろんな人の意見も異
論も聞いて育った人が、次は誰かに聞かれて答
えてって……。そういう風に、続いてもいくで
しょうし、発展もしていくでしょう。
澤田 コロナは本当に困りますよね。私な

んて、コロナで家にいたら足腰が弱っちゃって、
大変だったのよ。
久保 館に来るっていうことが健康維持だ

ったから、私もそうだけど、高齢のボランティ
アは体が動かなくなっちゃうのよね。だから、
何があってもここに通わないとって思っていま
した。外に出たいと思っていたボランティアに
とっては、(館内活動が)再開して良かったと思
います。

職員は知識・技術と柔軟なボランティア対応を

Ｑ．今、専門点訳・専門音訳の技術を引き
継いでくださるボランティアの方が非常に少な
いという状況になっています。専門技術の継承
のために、職員はどのように関わっていくべき
だと思われますか。
澤田 日本ライトハウスに就職して、情報

文化センターで点訳を学習して、定年まで40
年位あるとして、そうすれば、ベテラン点訳者
みたいな人ができるわけでしょう。そういう人
を職員として育てていって、点訳はボランティ
アに頼んでも良いけれど、最終的には職員が修
正したり、ボランティアにルールも教えてあげ
る……これからは、そんな風に点訳者を職業化
しないとダメだと思います。
久保 いろいろな講習会で講師をさせても

らっているけれど、ちゃんとしたレベルの講習
ができているかなっていうのは職員がチェック

ボランティアのページ
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する必要があると思います。専門講習会も毎回
聞いていれば、中身は全部わからなくても｢こ
れで良いのかな｣っていうのはわかるようにな
ると思うの。職員はとても忙しいでしょうけれ
ど、そこのチェックはやっていただきたいなと
思います。
澤田 そうですね、どういうところが難し

いかっていうことくらいは知っておかないと。
久保 録音図書のことがわかってくるとボラ

ンティアからの質問への答え方も変わるんです
よね。聞かれたことに何でも答えていくのじゃ
なくて、そのボランティアと相談して、いよい
よとなったら周りも巻き込んで、っていうよう
に、柔軟に対応していけると思います。ここの
お仕事は、専門性もだけれど人柄も必要ですね。

ボランティア活動は｢気長に、無理せず続けること｣

Ｑ．これからボランティア活動を始める方
に、一言、エールを贈るとしたら。
澤田 やっぱり、間違いを指摘されても落ち

込まずに気 にがんばってね、って うかな。
久保 あまり無理はしないで。とにかく続

けてね、って。
澤田 そう、続けないとね。
久保 続けないと、面白さはわかってこない。

２時間近くにわたるインタビューでした

が、お二人のつきない情熱と、後進の方々

や職員への厳しくも温かい愛情が感じられ

た時間でした。澤田さん、久保さん、本当

にありがとうございました。(久保田)

銀幕の視覚障害者（３）～｢セント・オブ・ウーマン 夢の香り｣

録音製作係 宇田佑香

古今東 、視覚障害者が登場する映画は数多あります。そんな中から、映画好きが じて当館の
音声解説担当になった宇田職員が観て、心に残った作品を不定期連載でご紹介します。

｢セント・オブ・ウーマン 夢の香り｣

＝マーティン・ブレスト監督、1993年、アメ
リカ映画、157分

視力を失った退役軍人と、彼の世話を任され
た高校生の心の交流を描いたヒューマンドラマ。
視覚障害者が物語の軸となる映画の代表作とし
て知られています。

アル・パチーノ演じる盲目の退役軍人フラン
ク中佐がエキセントリックなおじさんで、 に
衣着せぬ物言いで世話役の高校生を圧倒したり、
無類の女好きで女性の香水を言い当てる特技を
持っていたり、さらには街中でフェラーリを
120キロオーバーで乗り回したりと、とにかく
ぶっ飛んでいます。

ときたま、｢視覚障害者は、視覚以外の感覚
が晴眼者に比べて研ぎ澄まされていて、その超
人的な能力で人をあっと言わせる｣などといっ
た、盲人に対する偏った固定観念のようなもの
に出くわします。フランク中佐も、一見すると
その類に入るのだと思います。

でも、２度目の鑑賞後、一概にそうは言えな
いのではないかと感じました。彼の超越した感
覚は、視覚障害によるものではなく、彼のパー
ソナリティそのものだ、と思えてならないので
す。本作は視覚障害者が主人公の映画として名
高い故に、彼を“盲人”という色眼鏡で見てしま
い、作品の本質を見誤りかねないなぁと感じる
今日この頃です。

この映画のシネマ・デイジーは、当館で製作
しました。DVDやブルーレイには音声ガイド
は付いていませんが、レンタルショップや動画
配信サイトでご鑑賞いただけます。お酒がお好
きな方は、フランク中佐お気に入りのウイスキ
ー｢ジャック・ダニエル｣を嗜みながら、鑑賞さ
れてみてはいかがでしょうか。

ボランティアのページ
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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2022年12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  

12月分完成点字図書

6タイトル18冊(書名､編著者､
冊数､点訳者､校正者)

愛犬の日本史(桐野作人 他) 4冊
点:深尾優子
校:G校正 橋詰玲子

移 時代の異国飯(  剛史) 3冊
点:越川由美子
校:髙木智佳子 宗像真李子

橋詰玲子
京阪神スリバチの達人

(新之介監修) 3冊
点:安井良恵
校:G校正 平野 健

コロナに負けない体は漢方で
つくる(平馬直樹) 3冊
点･校:G東医

手術をする外科医はなぜ白衣を
着ないのか?(入倉隆) 2冊
点:春江由美子
校:G校正 平野 健

頻尿･尿もれ 3冊
点:松井育子
校:G校正 平野 健

 録 音 製 作  

12月分完成録音図書

12タイトル(書名､著者､録音
時間､音訳者､校正者､編集者)

大阪に来たらええやん!
(坂本慎治) 3:33
音:植田美穂子
校:三原佳子 松井喜美代
編:下山とよみ

お米の世界へようこそ!
(小池理雄 他) 7:40
音:佐山敦子
校:三上 菊 福島博子

本村英子
編:橋村惠子

｢核兵器も戦争もない世界｣を
創る提案(大久保賢一) 10:00
音:植田美穂子
校:石原英子 松井喜美代
編:松本紀代

｢食事の習慣｣を変えれば心が
疲れない!(安藤俊介) 3:52
音:神谷勉子
校:鈴木ますみ 松井喜美代
編:植田美穂子

食用花の歴史
(C･Ｌ.カーカー 他) 6:41
音:岡﨑節子
校:上田道子 吉田典子
編:辻野玲子

巣立ちのための60のヒント
(林恵子) 7:11
音:矢切素子
校:柳本絹子 辻野玲子

本村英子
編:植田美穂子

ゼロからわかる幻想生物事典
(かみゆ歴史編集部) 5:26
音:和田ゆう子
校:三原佳子 土井賀津子
編:辻野玲子

なぜ若者は理由もなく会社を
辞められるのか?(中野雅至) 7:45
音:小倉玲子
校:福島博子 吉田典子
編:辻野玲子

日本ライトハウス40年史
(日本ライトハウス40年史
編集委員会編) 16:57
音:岩田真智子
校:辻野玲子 松井喜美代
編:小倉玲子

マスクをするなら｢声筋｣を
鍛えなさい(渡邊雄介) 2:56
音:小林万智子
校:辻野玲子 土井賀津子
編:佐藤保子

無意識のすごい見える化
(梯谷幸司) 5:21
音:北山真知子
校:米谷治子 吉田典子
編:山崎千代子

歴史を活かす力
(出口治明) 10:12
音:佐藤保子
校:立上敦子 坪田捷子

松井喜美代
編:山崎千代子

 プライベート製作  

点字図書

｢金平糖｣第165回 短歌サロン 1冊
点:待田敏彦
校:若林安也子

初級応用講座テキスト1
(日本メディカルアロマ
テラピー協会) 2冊
点:塚本紀子
校:辻 志津江

人権ってなんだろう?(アジア･
太平洋人権情報センター編)
2冊
点:髙木智佳子
校:G校正

録音図書

インストラクター実践セミナー
(ファイル) 2:56
音:立上敦子
校:佐藤保子
編:三原太郎

感 謝 報 告
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遺したい味
(平松洋子 他) 5:54
音:松浦洋子

森田芳光全映画
(宇多丸 他) 49:58
音･編:坪田捷子

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2023年1月号
発送:木下正義 中島小夜子

 垣泰    弘

『読書』2023年1月号
デイジー版 1:13
音:寺下千秋
校:下山とよみ
発送:井川倭文子 並木昌子

宮野興子

『JRニュース』2023年1月号
点字版 3冊
点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～歴史･時代小説

アンソロジー』2023年1月号
デイジー版 0:10
音:寺下千秋
校:下山とよみ

『子供の科学』2022年11月号
デイジー版 3:45
音･校･編:グループ汐(ゆうしお)
井駒多津子 岸田素子 澤田美那子
夛田禮子 田中英子 土井明美
宮 清子 吉田 薫

『サイエンスかわら版』2022年11月号
デイジー版 3:59
音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣
大桑久美子 河原眞知子 北川温子
木村純子 畑 豊弥 濵名あきよ
溝渕久美子

『日経パソコン』

2022年12月号 デイジー版 3:53
音･校･編:情報文化センター
石井那智子 岡村佳子 小倉玲子
桂 公子 金井典子 川端真知子
北川温子 木村純子 上月直子
小林幸子 小林万智子 小森佳津子
阪本由美子 佐藤圭子 佐山敦子
下山とよみ 寺下千秋 寺田美枝子
 村郁  宮真理 橋本万 
平田惠美子 福島博子 前田元子
水谷和子 溝渕久美子 目連雅子

『英語よもやま通信』2023年1月号
デイジー版 2:42
音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣
伊東晴子 小林幸子 中島美穂
中島 睦   芳美  和 惠 
弘津千加子 眞津野秀子 山本 香

『週刊新潮』デイジー版
◆2022年12月1日霜降月増大号

9:53
今岡松代 榎原真理 岡村勝彦
音無幸子 上田啓子 河原眞知子
  智恵美  村加代  河典 
後藤泰子 正田潤子 中村千賀子
中村直美 中本和代     
野村美穂子 兵頭つね子 深津綾子
福田佳代 藤原雅子
編:中本和代

◆2022年12月8日号 10:24
井尻府三重 稲田至功子 上原多美子
大橋恵子 上村裕子 佐藤公平
澤井 稔 沢田玲子 嶋津美香
鈴木恵子 髙橋孝子 寺下千秋
永井憲 中道由美   千波
橋村惠子 濵 洋一 林 由子
増田典子 山本スズ子 山本晴代
和布浦眞里子
編:大島幸枝

◆2022年12月15日号 9:53
荒木節子 岩谷友子 越智真弓子
北村優美子 帰村千恵 澤田和代

清水百世 新熊美衛子 髙久俊子
寺   中岡兢 成 次雄
成 由起  村道   トシ 
直場徳宥 橋本明子 橋本佳子
服部秀美 星子鐵郎 前田元子
松原和子 松本昌子 山下 豊
山田栄利子
編:デイジー大阪

◆2022年12月22日号 9:51
畔田文恵 石原晶子 上原多美子
大久保美弥 大島幸枝 大塚しづ子
岡﨑節子 上村裕子 神谷勉子
川添美智子 川端砂代子 川本くるみ
北元直子 阪本美紀 坂本雪枝
澤井 稔 澤田由紀 地福延代
白井律子 鈴木栄二 髙田雅子
武市敦子 田積典子 田宮加代
地上博子 坪田捷子 冨田久美子
 岡千代   千波 橋村惠 
濵 欣子 林 由子 兵頭賢一
増田典子 松浦洋子 山下幸子
和田ゆう子 和布浦眞里子
編: 村道 

◆2022年12月29日号 10:48
有川美津子 稲田至功子 岩谷京子
大島幸枝 大塚しづ子 岡﨑節子
川添美智子 川端砂代子 川本くるみ
北元直子 久下悦子 久保諄洸
小池雅子 國分清子 小林万智子
阪本美紀 坂本雪枝 佐藤圭子
佐藤公平 澤井 稔 嶋津美香
清水純子 鈴木栄二 髙橋孝子
武市敦子 竹内清子 坪田捷子
寺下千秋 冨田久美子 中道由美子
 村早  濵 洋 兵頭賢 
平田恵美子 弘津千加子 八十嶋敦子
編:佐古智子

◆新潮音訳協力グループ
 幡市 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

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

 館内お手伝い  

図書 情報サービス

板波キミ 板谷照美 上田敬子
片岡忠克 木村謹治 帰村千恵
小寺高子 武部はつ子 田間泰子
塚本紀子 逸見恵子 待田敏彦
宮嶋昌代 森本益子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］
堂 晴美 永崎利恵 吉田幸子

◆12月の貸出実績

点字 149tl DAISY 3421tl
テープ 10tl

★12月の人気貸出図書★
(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】
バターの本(グラフィック社)
ロシア点描(小泉悠)
松本隆 言葉の教室(延江浩)
ルールの世界史(伊藤毅)
【録音図書】
消された唱歌の謎を解く

(喜多由浩)
不要不急 苦境と向き合う

仏教の智慧(横田南嶺 他)
源氏物語人間観察読本

(田中宗孝)
ゴハンですよ(東海林さだお)

整理・情報サービス

板波キミ 板谷照美 鱗星千恵子
逸見恵子 岡田満千代

電子書籍

池尻三千  村佐世 

 対面リーディング  

秋本直美 河上千鶴 北川 悟
田伏惠子 畠田幹子 林 久利
福地京子 細井昌子 本荘一子
増尾明子 松谷富子 眞野祥子
宮本和子 森田幸子
12月 利用者9人･17件

『対面リーディング通信』編集

伊東晴子 木村謹治 澤井 稔
細井昌子

 電子書籍  

◆テキストDAISY図書

MONTHLY “日本一”明るい
経済新聞12月号
テキスト化･DAISY編集:

越智真弓子

◆マルチメディアDAISY図書

少年探偵25 空飛ぶ二十面相
画像:足立佐紀子
DAISY編集:越智真弓子

山田理子
DAISY校正:吉田典子

少年探偵26   の怪獣
画像:足立佐紀子
DAISY編集:笠松幸彦
DAISY校正:山田理子

10代からのワークルール3
テキスト校正:大里いずみ
DAISY編集:足立佐紀子
DAISY校正:加藤珠子
音:二宮真理 吉川順子

 音 声 解 説  
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢バック･トゥ･ザ･フューチャー
PART2｣
ナレーション･編集:平林育子
台本制作:平林育子 古澤滿壽枝
台本校正:北川富美代
ナレーション校正:鹿津直美
枠アナ協力:廣野美代子

◆上映協力

わろう座映画体験会
｢霧笛が俺を呼んでいる｣
(12月16日)

尾崎一恵 勝亦悦子 阪口雅代
鹿津直美 田中千壽子 那須由美子
廣野美代子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【12月実績】
週報:阿佐和幸
HP:中条正信

《一ツ橋綜合財団助成事業》

アクセシブルな電子書籍、
シネマ・デイジー等、当館の
先端的なメディアは公益財団
法人一ツ橋綜合財団のご助成
により製作されています。

 ご 寄 附  

グループN-BUN
日本基督教団北白川教会
足立カヲル 市川 顯 佐藤清志(2件)
中津毬子 ネルソン橋本桂子 古谷豊子
南山美智子 湯川欣晃(4件) 匿名2件

(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

1 12 ( )10:00 11:30
出席者:池本 植田 大安 奥

尾崎    中 向井   
(館から竹下 谷口 德嶋)

<館からの報告>
･本田睦子さん､武部はつ子さん
のご逝去について

･日本ライトハウス100周年
記念式典について

<協議事項>
･ボランティア友の会総会･
交流会の検討(4月28日に玉水
記念館で開催を決定)

･次年度世話人会について
･友の会文庫への寄付の見送り
･交流会の感謝式典での花束
贈呈について

<次回>3 30 ( )10:00 11:30



｢暗所視支援眼鏡｣を全国５校に寄贈

当館では、HOYA株式会社が 2018年に発売
した｢暗所視支援眼鏡 HOYA MW10 HiKARI
(ひかり)｣の開発・改善をサポートし、2020年
から毎年、日本ライトハウスの事業としてクラ
ウドファンディング｢盲学校の生徒に星空を。
暗所視支援眼鏡を届けたい！｣を行って来まし
た。この事業は、故岡 弥 部 が を れて

あまね

いたもので、これまでに全国26校の視覚支援
学校に贈り、大変喜んでいただいています。今
年度第４回目では、全国から95件(86人)のご寄
附をいただき、このほど茨城県立盲学校、香川
県 盲学校、滋賀県 盲学校、 野県 野盲学
校、山口県立下関南総合支援学校の５校に寄贈
することができました。ご寄附者の大半は、こ
れまで日本ライトハウスとはご縁のなかった方
々ですが、インターネットで寄附を募るクラウ
ドファンディングをきっかけに視覚障害者に関
心を持ち、ご支援くださったことを心から感謝
申し上げます。
神戸市立点字図書館のボランティアと交流会

神 市 点字図書館が３年ぶりにボランティ
ア合同研修会を開催され、１月20日、当館に
15人(点訳・音訳・テキストデイジー製作ボラ
ンティア計12人、職員３人)の方が来館されまし
た。２時間30分という限られた時間でしたが、
当館のボランティア５人との交流・情報交換と
館内見学をしていただきました。｢製作過程(校
正)でボランティア同士の情報交換の方法は？｣
｢選書はどうしていますか？｣｢製作期間はどの
くらいかかりますか？｣｢利用者さんと交流会を
開催することはありますか？｣など、さまざま
な質問について話し合い、それぞれの施設のボ
ランティア活動や図書の製作方法を共有する貴
重な機会となりました。
当館ボランティアの藤原静江さんがご逝去

2007年から2019年まで館内作業をお手伝い
くださった藤原静江さんが１月５日、老衰のため
92歳で亡くなられました。藤原さんは1968年か
ら30年余、当法人職業・生活訓練センター(後に
視覚障害リハビリテーションセンター)の指導員
として勤務し、厳しくも温かい指導で利用者に
慕われました。退職後、障害のある方に付き添っ
て当館の録音装備や本誌の発送作業をお手伝い
くださいました。ご冥福をお祈り致します。

職員の異動について

当館では１月から２人の職員を採用しました。
どうぞよろしくお願いいたします。

サービス部機器・用具係(エンジョイ！グッズ
サロン)＝髙橋美加

製作部点字製作係(メディア製作センター点字
ユニット)＝ 岡貴美 

あ ゆ み

【１月】
５日 仕事始め
６日 ボランティア活動･サービス再開
12日 ボランティア世話人会
14日 オープンデー(館内見学日･４人)
20  学:神 市 点字図書館ボランティア

予 定

【２月】
９日 サービス部休室(書庫･在庫整理日)
11日 全館休館(祝日)
17日 わろう座映画体験会｢真実｣
18日 オープンデー(館内見学日･要予約)
23日 全館休館(祝日)
【３月】
３日 日本ライトハウス創業100周年記念式典

(メルパルクホール大阪、全館休館)

編 集 表にも書いたとおり、今号の表紙イラ
後 記 ストは過去のワンブックワンライフか
らイラストを選んで再掲載させて頂きました。
原画が残っているものだけでも約20年分保管
しており、さながら部屋の片付けの際に出てき
たアルバムをじっくり眺めるような気分でイラ
ストを選ばせて頂きました。来月号も過去の号
からイラストを再掲載する予定ですので、バッ
クナンバーをお持ちの方はどのイラストが掲載
されるのか予想してみてください。(德）

ONE BOOK ONE LIFE 2023年2月号
ワ ン ブ ツ ク ワ ン ライフ

発 行 社会福祉法人日本ライトハウス
情報 化センター(館  下 亘)

住 所  阪市 区江 堀1-13-2(〒550-0002)
TEL 06-6441-0015 FAX 06-6441-0095
E-mail info@iccb.jp

表紙絵 武部はつ子
発行日 2023年2月1日
定 価 1部100円 年間購読料1,000円
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