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掲 示 板

ストラディヴァリウス１３挺の饗宴による

チャリティコンサートにご来場ください

世界最高峰の弦楽器を世界各国の第一線で活

躍する演奏家に貸与している日本音楽財団の

｢ストラディヴァリウスコンサート2016｣が９月

９日(金)19時から、当館斜向かいのフェスティ

バルホールで開催されます。諏訪内晶子、レイ

・チェン、有希マヌエラ・ヤンケなど13人の名

手が13挺のストラディヴァリウスで共演。メン

デルスゾーンの｢弦楽八重奏曲変ホ長調作品20｣

やベートーヴェンの｢弦楽四重奏曲第13番変ロ

長調作品130より『カヴァンティーナ』｣など８

曲を演奏します。このコンサートは日本ライト

ハウスの盲導犬育成支援チャリティとして行わ

れます。当法人が販売するＳ席(8,000円)の売

上は全額寄附されますので、ぜひご協力下さい。

お問い合わせは、電話06-6962-5500(平日10:00

～18:00)の日本ライトハウス本部までどうぞ。

日本ライトハウス展に“注目の人”が結集

西日本最大級の視覚障害者用具・機器展示会

｢日本ライトハウス展～全国ロービジョンフェ

ア2016｣(読売光と愛の事業団共催)を10月15日

(土)、16日(日)の２日間・10時から16時、難波

御堂筋ビル７階ホール・８階大会議室で開催し

ます。入場無料。今回は大きなステージを設け、

①網膜再生医療研究の先頭に立つ理化学研究所

の高橋政代氏、②パラリンピック・リオ大会で

メダル獲得が期待される全盲ランナーの和田伸

也氏、③盲導犬と共に活躍する上方落語家・桂

文太氏など注目の人を招くほか、エンジョイ！

グッズサロン開設15周年記念抽選会も開催。メ

インの用具・機器展示では、全国30数社の出展

により、目の見えない方・見えにくい方の生活

を楽しく、豊かにする便利グッズ、視覚補助具、

点字・音声機器など200点余りを展示(一部販

売)。今、注目のスマホやタブレットも体験し

ていただけます。こうした情報を必要としてい

る方々への広報・宣伝にぜひご協力ください。

７月～８月の休館について

７月16日(土)＝振替休館日。８階点字製作係

と５階サービスフロア、４階会議室、３階総務

係は開館します。

８月11日(木)～16日(火)＝夏期休館。サービ

スフロアと図書貸出は11日(木)～18日(木)休業。
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図書の製作･貸出･提供をはじめ、諸サービスが高い水準を維持

過去３年間の推移2015年度の主な事業実績と、

今年も前年度の事業報告がまとまりました。2015年度も皆様のご協力で製作、サービスとも成果

を挙げることが出来ました。主な実績を過去３年間の推移とともにご報告します。(館長 竹下 亘)

、新規利用は 人利用登録者は4,746人 104

2015年度の利用登録者は4,746人(大阪市・府

3,496人、その他1,250人)で、新規登録は104人

でした。しかし、大阪市・府で障害者手帳を所

持する視覚障害者は約２万6千人、毎年新たに

推計700人が手帳を取得される中、情報サービ

スを必要とする方はもっと多いと考えています。

点字・録音・電子書籍・音声解説の製作数

項目／年度 2013 2014 2015

点字図書 258 248 235

録音図書 353 324 336

88 112 139マルチメディアデイジー等

シネマ・デイジー※ 30(7) 27(10) 19(15)

※ガイドＣＤを含む。( )内は映画上映の件数

当館のボランティアによる製作物の数は全国

の上位を占め、しかも専門書の占める割合が高

。いため、タイトル数以上の付加価値があります

当館の蔵書数も点字9,631・録音16,455タイ

トル、サピエに登録されているデータも点字

9,252・デイジー5,543タイトルに上っています。

図書の借出数とサピエによるデータ利用数

新規登録者の多くは中高年で視覚障害になっ

た方や弱視の方と見られます。そのため借出数

も録音図書の利用が着実に増えていますが、同

時にサピエから直接利用も伸び続けています。

点字図書点字図書点字図書点字図書

録音図書録音図書録音図書録音図書
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項目／年度 2013 2014 2015

借 点字図書 2,541 3,111 2,972

出 録音図書 69,274 65,062 71,177

点字データ 31,009 52,011 49,398サ

ピ

録音データ 166,777 192,917 206,504エ

その他のサービスの利用状況

図書の製作・提供に加え、情報機器の紹介と

相談や講習、対面リーディング等も当館が全国

に誇るサービスで、高い水準を維持しています。

項目／年度 2013 2014 2015

4,971 4,889 5,246サービスフロア来館者

パソコンＱ＆Ａ 2,520 2,918 3,116

ＩＣＴ機器講習 674 671 613

1,088 999 776対面リーディング利用者

1,269 1,210 1,386日本ライトハウス展来場者

点字図書点字図書点字図書点字図書

録音図書録音図書録音図書録音図書

点字データ点字データ点字データ点字データ

録音データ録音データ録音データ録音データ

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2013 2014 2015

借出数借出数借出数借出数

ダウン数ダウン数ダウン数ダウン数

来館者来館者来館者来館者

対面Ｒ対面Ｒ対面Ｒ対面Ｒ

Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ

日ラ展日ラ展日ラ展日ラ展

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2013 2014 2015

利用者数利用者数利用者数利用者数

センターのページ



- 3 -

点訳・音訳ボランティア活動の“再興”を目指して

“点訳・音訳”の社会的認知度の向上と、専門性の深化が課題

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

なしに成り立たないことは、前頁でご紹介した前年度の事業実績でも明らかです。さらに今日、

利用者の情報ニーズが高まり、高度な技術と１日も早い提供が求められる一方、情報の公的保障

が追いつかない中、特に点訳、音訳・録音、対面リーディング、電子書籍、音声解説等について

は今後もボランティア活動が基盤であり、必要不可欠です。ところが、最近、全国的に点訳・音

訳ボランティア講習会の受講者が減少し、ベテランに比して“若手”のボランティアの比率も下

がる傾向が続き、情報提供の将来に不安が生じています。この問題について、まだ明解な解決策

は立てられていませんが、今考えていることをお伝えしたいと思います。(館長 竹下 亘)

点字図書館の育ての親はボランティア

日本ライトハウスの点字図書館を作ったのは

創業者の岩橋武夫ですが、実際に点字図書館を

支え、育てたのは点訳奉仕者でした。その始ま

りは、岩橋の信仰上の仲間が1933(昭和８)年頃

に始めた｢点字写本友の会｣(Ｆ･Ｂ･Ｓ)で、これ

はわが国で初めて組織的に行われた点訳ボラン

ティア活動ではないかと思われます。当時の活

動の様子は、昭和12年発行の大阪朝日新聞に貴

重な写真とともに掲載されており、昨年11月号

の本誌で紹介しましたので、ぜひご覧ください。

では、点訳奉仕活動による点字図書館創設の

アイデアはどこから来たのか。それを明らかに

する資料が今年２月出版されました。それは、

｢むつぼしのひかり 墨字訳 第一集｣(中村満紀

男監修、むつぼしプロジェクト編、桜雲会発

おううんかい

行)に掲載された好本 督 の｢盲人の読書機関｣

よしもとただす

と題する寄稿です 『むつぼしのひかり』は視。

覚障害者の文化や教育、鍼灸按摩等を論じたわ

が国初の点字総合雑誌です。好本の原稿は1904

(明治37)年１月の第６号と３月の第７号に掲載

されたものですが、これは日本で初めて点字図

書館を紹介し、その必要性と点訳奉仕活動の意

義を論じたものと思われます。

それによると、当時、英国には主要都市に点

字図書館があり、ロンドンの｢国民盲人用図書

貸出館｣の蔵書は5,000冊で、毎年500冊増えて

いる。創始者はアーノルドという盲婦人で、

1882年だが、蔵書の大部分は篤志の婦人達の点

訳奉仕によるものであり、奉仕者の数は全国に

１万人以上いると言われている、というのです。

今日、日本の点訳ボランティアは、全国80数

館の点字図書館に約７千人、地域のボランティ

アを含めれば１万人程度と推測されますが、そ

のルーツは130年前後も昔に遡るわけです。

今年の点訳講習会の修了者は２人！

当館で点訳活動が始まってから83年、音訳・

録音活動が始まってから58年が経ちました。こ

の間、点訳・音訳活動が大きな発展を遂げたこ

とは事実ですが、残念ながらここ10年余り、志

望者・受講者の数は下り坂と言わざるを得ませ

ん。そして、非常にショックなことに今年６月

終了した点訳ボランティア講習会の修了者はわ

ずか２人でした。しかも、この講習会は昨年10

月に開講を予定したにも関わらず、申込者が集

まらなかったため、開講を今年１月に延期し、

受講者６人でようやく開始したものでした。

一方、音訳ボランティア講習会の受講者は、

現在①②③の３コース５クラスで50人近くおら

れますが、それでも申込者の数は以前に比べる

と減っており、講習会を修了して実際に活動を

センターのページ
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始める方は毎年10人に届かないのが現状です。

念のため、現在活動されている点訳・音訳ボ

ランティアの皆さんの学習と製作活動は非常に

活発です。１年間に行われる講習会や勉強会の

数は合計百数十回を数え、受講者も延べ２千人

に達します。製作の多さは２頁の実績に明らか

です。問題は新規の参加者が増えないことです。

この傾向は全国的なもので、他の点字図書館

でも同様の傾向にある所が少なくありません。

また最近、近畿の点訳・音訳ボランティアグル

ープを対象に行ったアンケート調査でも、後継

者不足で悩んでいるという回答が目立ちました。

この流れの根底には、｢ボランティア活動よ

りも仕事がしたい／する必要がある｣、｢点訳・

、音訳以外にも魅力的な社会的活動が多数ある｣

｢家族の介護や健康問題などで活動を続けられ

ない｣など、今日の社会的条件や課題があり、

流れを変えることはかなり難しいと思われます。

社会的認知度向上と専門性深化を目指して

こうした状況に対し、私が今考えている対応

策は、主に以下の３項目です。

(１)ホームページ等での情報発信やマスコミ

＝今までのように単にでの広報に工夫を凝らす

｢ボランティア募集｣と呼びかけるだけでは、も

はや人は集まりません。目新しい情報や興味を

引くイベントなどと組み合わせ、なるべく大き

く広報する(される)よう工夫したいと思います。

(２)点訳・音訳に対する社会の認知度を高め、(２)点訳・音訳に対する社会の認知度を高め、(２)点訳・音訳に対する社会の認知度を高め、(２)点訳・音訳に対する社会の認知度を高め、

＝｢点訳・朗読は尊い奉仕社会的地位を上げる社会的地位を上げる社会的地位を上げる社会的地位を上げる

活動｣であるという評価は、社会の常識になっ

ていると思います。しかし、実際にどのような

活動なのか。どのような技術や工夫や苦労、

やり甲斐があるのか。そして、視覚障害者が

どのような情報環境にあるのか。これらに関す

る社会の理解はまったく不十分であり、あの手

この手で広報・啓発する必要があります。

さらに、法制度においても、聴覚障害者に対

する｢手話奉仕員｣や｢手話通訳者・要約筆記者｣

の養成研修は、自治体の｢必須事業｣になり、資

格取得者は有償で活動しているのに対し、｢点

訳・朗読奉仕者｣の養成研修は｢任意事業｣にと

どまり、修了者の活動は無償が前提という不公

平な位置づけも改善していく必要があります。

(３)点訳・音訳の専門性をさらに磨き、深化

＝当館の点訳・音訳ボランティアの皆ささせる

んがこれまで長年に亘り培ってきた専門技術は

非常に高度で、貴重なものです。今日、公的な

情報保障が社会の目標に掲げられ、電子書籍が

流通し始める中、その希少性と重要性は間違い

なく高まります。当館が昨年から研究を始めた

もその一環ですが、専門的な技術を持つHyMe
ハイミー

点訳・音訳ボランティアが高く評価され、活躍

できる環境を作ることで、点訳・音訳の志望者

・従事者も増やしていきたいと考えています。

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5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5555

18タイトル53冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2016年6月号 3冊

点･校:金曜日グループ

アイヌ学入門(瀬川拓郎) 4冊

点:浦田登志子 校:G校正

校:平野 健

カボチャのなかにたねいくつ?

(マーガレット･マクナマラ) 1冊

点:加尾美千子 校:宗像真李子

カツオとかつお節の同時代史

(藤林泰) 6冊 点:雀部喜久子

校:G校正 校:平野 健

カマトトネコの物語(子子子･

子子子) 3冊 点:高橋淳子

校:G校正 校:橋詰玲子

源平の姫君たち白の章(藤咲あゆな)

3冊 点:藤井恵美子

校:G校正 校:小林陽子

コロッケくんのぼうけん

(二宮由紀子) 1冊 点:濵田恵美

校:G校正 校:篠原苑子

里山発電(中村鉄哉) 2冊

点:原田萬世 校:G校正

校:八木光子

19歳の小学生(久郷ﾎﾟﾝﾅﾚｯﾄ) 2冊

点:栗栖 忍 校:G校正

校:橋詰玲子

ニッポン異国紀行(石井光太) 4冊

点:藤田比呂子 校:G校正

校:高橋世貴子 田中陽子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

シリコンスチームなべでくり返

し作りたくなるレシピ

(検見崎聡美) 2冊 点:塚本紀子

校:G校正 校:篠原苑子

世界でいちばん貧しい大統領か

らきみへ(ホセ･ムヒカ) 1冊

点:村田晶子 校:G校正

校:岡田允子

丹波布に魅せられたひと

(吉田ふみゑ) 2冊

点:今里みづ代 校:加尾美千子

校:橋詰玲子

フランケンシュタインの精神史

(小野俊太郎) 5冊 点:橋本和代

校:G校正 校:宗像真李子

<ルポ>かわいい!(青柳絵梨子) 4冊

点:華崎律子 校:G校正

校:橋詰玲子

満蒙開拓､夢はるかなり 下

(牧久) 6冊 点:梶原由美子

校:G校正 校:平野 健

卯ノ花さんちのおいしい食卓

(瀬王みかる) 3冊 点:濵田恵美

校:G校正 校:都解節子

2016年5月27日オバマ大統領

広島スピーチ 1冊

点:高橋世貴子 田中陽子

        学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材

【KS大学】

量子力学Cプリント･試験問題

154頁 点:乙訓点訳サークル

量子力学Bプリント 20頁

点:乙訓点訳サークル

量子力学演習Bプリント･試験問題

130頁 点:乙訓点訳サークル

【S大学】

Reading Adventures 2 335頁

点:グループONE

Globe Trotters 340頁

点:待田敏彦

        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7777

18タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

今そこにある山の危険

(岩崎元郎) 6:19 音:岡 香代子

校:谷澤耀子 下山とよみ

植田美穂子 編:八田芙未子

｢エネルギー自治｣で地域再生!

(諸富徹) 3:33 音:川勝美佐子

校:寺田美枝子 土井賀津子

編:寺下千秋

男のハンバーグ道(土屋敦) 6:20

音:辻野玲子 校:吉川順子

鳥山正彦 編:植田美穂子

科学のこれまで､科学のこれから

(池内了) 3:07 音:森口慶子

校:北川温子 伊東晴子

編:上月直子

口から始めるアンチエイジング

(中道哲) 3:54 音:小西君子

校:金井典子 浜本裕子

編:岡 香代子

仕事で得する天気の雑学

(片平敦) 5:38 音:土井賀津子

校:阪越紀子 八田芙未子

編:岡 香代子

水死人の帰還(小野正嗣) 9:04

音:野村昭子 校:石原英子

上田道子 浅野雅子

編:若槻敬子

住む人が幸せになる家のつくり方

(八納啓造) 6:12 音:竹下正子

校:上田道子 辻野玲子

鳥山正彦 編:八田芙未子

世界を｢仕事場｣にするための40

の基本(松浦弥太郎) 4:41

音:小森佳津子 校:吉川順子

脇本登志子 編:山崎千代子

石油と日本(中嶋猪久生) 11:01

音:田主祥子

トム・ソーヤーの冒険

(マーク･トウェイン) 7:06

音:辻本紀枝 校:上田道子

西和田惠子 編:山崎千代子

｢トワイライトエクスプレス｣食

堂車ダイナープレヤデスの輝き

(伊藤博康) 5:41 音:上月直子

校:二宮真理 本村英子

編:岡 香代子

歯医者が病気をつくる

(篠原裕之) 4:59 音:上月直子

反知性主義(森本あんり) 11:02

音:八十嶋敦子 校:中澤康子

岡 香代子 編:本村英子

ビビのアフリカ旅行

(たがわいちろう) 1:14

音:前田綾子 校:伊志峰和代

橋本万里 荒木良子

編:下山とよみ

奉行闇討ち(藤水名子) 6:41

音:阪本由美子 校:坪田捷子

山崎千代子 編:浅野雅子

まるごとノンフライヤー

(村田裕子) 3:29 音:辻野玲子

わが町･新宿(田辺茂一) 14:39

音:坪田捷子 校:大林 緑

金井典子 町田美樹子

編:本村英子

        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

録音図書録音図書録音図書録音図書

訴状（一部抜粋）24:27

音:金井典子 校:夛田禮子

カミはあなたと共にある(忍田

光) ｶｾｯﾄ4巻 音:眞野祥子

点字図書点字図書点字図書点字図書

大阪府和泉市の地図（昭文社の

地図) 1冊 点:辻野純代

校:野崎功子

君は薔薇より美しい

(楽譜点訳) 1冊 点:橋本和代

校:田中伸子 中村道子

恋のフーガ（楽譜点訳） 1冊

点:橋本和代 校:田中伸子

中村道子

正食クッキングスクール 上級

(春) 1冊 点:安井良恵

校:平林隆雄
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SIDE by SIDEBOOK 4

(Steven J.Molinsky) 14冊

点:森田恵津子 校:福井真由美

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

サイモン＆ガーファンクル詩集

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子

ユダヤの民と宗教 イスラエルの道

ｽｷｬﾝ:西村佐世子

ﾃｷｽﾄ化:小池雅子

むつぼしのひかり第六号 抜粋

ﾃｷｽﾄ化:西村佐世子

本試験型 毒物劇物取扱者試験

問題集

ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子

出版ニュース5月中･下旬号抜粋

ﾃｷｽﾄ化:西村佐世子

伝統鍼灸 第40巻第3号(通巻79号)

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子

伝統鍼灸 第42巻第3号(通巻85号)

ﾃｷｽﾄ化:吉川順子

        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6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6月号 2:50

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

伊東晴子 小倉玲子 志水節子

辻本紀枝 中島美穂 中島 睦

西田芳美 西和田惠子 松浦洋子

『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4月号 3:48

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』

小倉玲子 木村純子 阪本美紀

竹田佳代 濵名あきよ 松本紀代

横山時子

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4月号 デイジー版 1:36

カセット全2巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

『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4月号 3:41

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

2016年6月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:08

音:大桑久美子 校:濵 欣子

発送:板波キミ

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会=

相川庸子 岩井知多子 池田由紀子

岡迫加代 川端雅子 木田めいこ

黒川加代子 小林峰子 新東たえ子

都木和子 矢野幸子 山本真里

お役立ち目録 2016年6月号お役立ち目録 2016年6月号お役立ち目録 2016年6月号お役立ち目録 2016年6月号『『『『

～オリンピック関連本～』～オリンピック関連本～』～オリンピック関連本～』～オリンピック関連本～』

デイジー版 0:13

音:大桑久美子 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5月号 4:59

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 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』

2016年4月21日号 9:52

岩谷友子 太田貴子 大藤喜久子

大山節子 越智真弓子 姜 貞眞

北村優美子 髙久俊子 詫摩多美子

田渕浩子 寺西竹子 当房公子

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 三原富江

柳内登喜子 山下 豊 大和澄子

編集 町田美樹子

2016年4月28日号 9:37

大島幸枝 大塚しづ子 小倉玲子

上村裕子 加茂みくり 川添美智子

岸田素子 北川由美子 小西君子

坂田嘉子 佐藤圭子 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 柴田智美

嶋林茂子 関田通子 武市敦子

竹田光子 玉置明美 中地淳子

中村京子 西岡千代子 橋村惠子

橋本順子 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 吉田典子 吉永英子

和田啓子 編集 古跡眞知子

2016年5月5日･12日号 12:01

乾 郁子 今岡松代 岡村勝彦

奥田和美 柏木和子 加藤紀美子

上田啓子 河原眞知子 木村加代

黒河典子 斉藤良子 坂口幸子

阪本由美子 正田潤子 竹村京子

永井憲子 中村千賀子 中村直美

中本和代 西田文子 畑中法子

林 由子 兵頭つね子 福井和子

福田佳代 向髙寿子 山本スズ子

山本晴代 編集 中本和代

2016年5月19日号 11:32

天江美佐子 池田和子 太田貴子

大山節子 越智真弓子 姜 貞眞

北村優美子 帰村千恵 沢田玲子

髙久俊子 詫摩多美子 竹田佳代

寺西竹子 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 三輪啓子 守田喜久子

柳内登喜子 山下 豊 和田文子

編集 町田美樹子

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｣



- 7 -

感 謝 報 告

        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

妖精たちの花祭り

ﾃｷｽﾄ化:新田 優

音:福島博子 木村純子

◆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5月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

     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◆◆◆◆

釣りバカ日誌13

解説ナレーション:西川真知子

台本･編集:加藤由美子 阪口雅代

西川真知子 校正:藤井倫子

5/28わろう座映画体験会

「WOOD JOB!」協力

北川富美代 中嶋真弓

廣野美代子 西川真知子

中村京子 那須由美子 藤井倫子

ガイドCD同期

釣りバカ日誌13、マエストロ！

松原 博

シネマ・デイジー枠アナ協力

北川富美代 竹田佳代

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◆◆◆◆

シネマ･デイジーの製作・提供

この国の空

 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 16tl(CD 80枚)

他館 32tl(CD 263枚)

シネマ･デイジー 5tl(CD 30枚)

雑誌 8タイトル(1192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 ）』

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 永崎利恵

◆ 5月の貸出実績◆ 5月の貸出実績◆ 5月の貸出実績◆ 5月の貸出実績

点字 165tl ＦＤ 0tl

デイジー3300tl テープ 24tl

★５月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

100のモノが語る世界の歴史3

(ニール･マクレガー)

40歳からは食べ方を変えなさい!

(済陽高穂)

よく晴れた日にイランへ

(蔵前仁一)

朝つめるだけ！スープジャー

のサラダ弁当 (検見崎聡美)

【デイジー図書】

アールダーの方舟(周木律)

明治維新という過ち

(原田伊織)

今物語(藤原信実)

老い駆けろ!人生(草野仁)

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

 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  

兄井寿美子 荒河裕子 一色和子

犬塚敬彦 岩見博司 上ノ山禎子

後 恵子 大坂陽子 大村登子

岡崎宏美 置塩啓子 奥井秀子

奥西規代子 神谷考子 河上千鶴

木村貴惠 黒瀬勝司 古賀和子

小林万智子 佐藤美鈴 柴田智美

神保克子 田那辺優子 中本由美

野村京子 林 勇 林 久利

廣岡敏雄 古木昭子 細井昌子

細見芳江 前田芳野 増尾明子

増山多惠子 松谷富子 眞野祥子

南 礼子 向井民子 森田幸子

森田 陞 山内紀代子 山崎 彰

山下喜美 渡瀬尚子

5月 利用者10人･44件

ボランティア44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）

【5月実績】

来館ICTサロン

石川昌宏 斧田綱子 木村朱美

高田佳直

例会 石川昌宏 斧田綱子

木村朱美 高田佳直

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

大林 緑 茄子原伸和 風仁サロン

(敬称略をご容赦下さい)



ダスキン１７期研修生が修了・帰国

ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー

育成事業で昨年９月来日し、当館で研修し

たモンゴルのアリユナ・バトゥサンダグさ

ん(写真左)とソロモン諸島のジェイビス・

マナイカさん(同右)が10ヶ月の研修を終え、

６月17日に帰国しました。大阪で行われた

成果発表会では、二人とも日本ライトハウ

スでの学びや大阪での体験を流ちょうな日

本語で報告し、盛大な拍手を受けました。

お二人の帰国後のご活躍を期待します。

全視情協総会、視覚リハ大会などが開催

６月は大会シーズン。全視情協(全国視

覚障害者情報提供施設協会)の総会(竹下館

長参加)が６月９日当館で開かれたのをは

じめ、視覚障害リハビリテーション研究発

表大会(岡田部長参加)が６月17日から静岡

市、日本盲人社会福祉施設協議会の全国大

会(竹下参加)が６月23日から埼玉県熊谷市

で開かれました。各団体のさまざまな課題

や研究テーマが活発に論議されましたが、

今回は熊本地震時と今後の視覚障害者支援

のあり方が共通の話題となりました。

チャリティコンサートのご来場に感謝

６月26日(日)、ザ・シンフォニーホール

で開催した日本ライトハウスチャリティコ

ンサートは、和波さんに加えて川畠さんを

わ な み かわばた

ゲストに迎え、1,200人を超えるお客様にご

来場いただきました。ご来場くださった皆

様やアミティチケットをお買い上げいただ

いた皆様に心からお礼申し上げます。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【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)

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)

24日 点訳ボランティア養成講習会修了

26日 ライトハウスチャリティコンサート

28日 見学:台湾淡交大学

予 定予 定予 定予 定

【７月】

７日 ボランティア友の会世話人会

９日 オープンデー(館内見学日、要予約)

23日 わろう座映画体験会

26日 ライトハウス杯視覚障害者囲碁大会

チャリティコンサートでは和波さ編 集編 集編 集編 集

んと川畠さんの演奏に感動する声後 記後 記後 記後 記

が多く聞かれ、嬉しく思いました。ところ

が、今年３月、地元大阪府の視覚支援学校

では音楽科の募集が停止され、音楽科のあ

る視覚支援学校は全国で筑波(東京)と京都

の２校だけと、視覚障害音楽家の世界は非

常に寂しい状況に。当法人のチャリティコ

ンサートは、今後も視覚障害音楽家の活躍

の場にし続けたいと思います。(竹)
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