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掲 示 板

当館５階サービスフロアへお気軽に！

当館５階のサービスフロアは、視覚に障害の

ある方やご家族、ボランティアをはじめすべて

の方に開かれた視覚障害者用具・機器の展示・

相談室です。 点余りの物品を紹介・販売し、200

個別相談や情報提供、電子機器の個人講習など

も行っています。開業日は祝日を除く火曜から

土曜の 時から 時で、入室・見学自由です。10 17

ぜひ一度立ち寄って、見聞を広めてください。

便利グッズを多数展示 点訳･音訳教材も▲ ▲

触れる模型も ロービジョン用の拡大読書器▲ ▲

｢ボランティア友の会｣は皆さんの組織です

当館で活動されるボランティアの皆さん(現

在約540人)は｢ボランティア友の会｣の会員です。

友の会では、２年単位で各係から推薦された10

人の方に｢世話人｣になっていただき、２ヶ月に

１回(奇数月の第１週)、｢世話人会｣を開催。館

との情報・意見交換を行うとともに、ボランテ

ィア交流会、施設見学会など友の会の主催行事

を企画・実施していただいています。世話人を

された方は、皆さん異口同音に、｢館の全体の

様子がよく分かるようになった｣｢係や活動日の

異なるボランティアの方と知り合いになれた｣

と喜んでおられます。そろそろ新年度４月から

の世話人交替を行いますので、職員から声がか

かりましたら、ぜひ積極的にご参加ください。

ボランティア交流会のバザー物品受付中

ボランティア友の会交流会を今年も３月に開

催します。恒例のバザーも行いますので物品の

提供をお願い致します。受付は３階総務係まで。

※新年は１月６日(金)からボランティア活動を

再開。７日(土)も全館開館します。
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視覚障害者が晴眼者と情報を共有できる社会を目指して新年のご挨拶～

館長 竹下 亘

新年おめでとうございます。

謹んで新春のお慶びを申し上げ

ます。日頃のご支援とご協力に

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。

昨年は、障害者差別解消法が

施行され、障害者権利条約と障

害者基本法に明記された視覚障

害者等に対する情報保障につい

ても、｢合理的配慮｣がさまざま

な場面で、具体的に進むことが

期待されました。

その結果、映画会社による映

当館８階で撮影。左から久保田文製作部長、竹下館長、画への音声解説の付与や、公共

橋口勇男専務理事、岡田弥サービス部長図書館における障害者サービス

への取り組みなど一部には進展

が見られました。しかし、国や自治体など行政

機関の対応は鈍く、たとえば市民に配布される

公的資料の点字・録音・大活字化をはじめ、読

書障害のある児童・生徒へのデイジー教科書の

提供などもほとんど前進が見られませんでした。

一方、当館をはじめ全国の視覚障害者情報提

供施設に対しては、予算の締め付けが続く中、

十年一日のようにボランティアの無償協力を前

提とした情報提供サービスの充実が求められて

います。しかし、今日、日本の社会・経済情勢

の変化により、点訳・音訳等のボランティア活

動を志す人、活動を始めても安定的に続けられ

る人は確実に減少しており、ボランティアだけ

に依存した情報保障のあり方を大きく変えなけ

ればならない時代が来ています。

当館では、ボランティアや支援者の皆さまと

力を合わせて、利用者の情報ニーズに応える努

力を続ける一方、全国の関係施設・団体と連携

して、視覚に障害のある人が、晴眼者と等しく

情報を共有できる社会の実現を目指して参りま

す。どうぞ今年も、これまで通りのお力添えを

賜りますようにお願い申し上げます。

神戸アイライト協会と点Ｖ連の多彩な活動に感銘

兵庫県へ｢ボランティア友の会施設見学会｣

当センターのボランティア友の会では毎年、

ボランティア活動の幅を広げるため、施設見学

会を実施し、近隣の関係施設等に出かけていま

す。今年度は兵庫県の視覚障害者のトータル

サポートをしている特定非営利活動法人・神戸

アイライト協会と、同じ建物の中で全国を対象

に点訳活動を展開している点訳ボランティア

グループ連絡会(点Ｖ連)を訪問しました。

見学会の模様を、ボランティア友の会世話人

会の小倉玲子さん(録音製作係)にご報告いただ

きました。

六甲の山並みが見える中山記念会館六甲の山並みが見える中山記念会館六甲の山並みが見える中山記念会館六甲の山並みが見える中山記念会館

11月25日(金)午後、いいお天気に恵まれた中

ボランティア14人と職員１人の一行は、阪急春

日野道駅から少し山手の北西方向に歩いて現地

センターのページ
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に到着しました。ガラス窓の美しい４階建ての

ビルが神戸アイライト協会が入る中山記念会館

です。到着後、２階にある多目的室に通してい

ただきました。六甲の山並みが見える窓があり、

利用者の方がマットを敷いて体操などにも使わ

れるという明るく広い部屋です。

まず、神戸アイライト協会の和田眞由美事務

局長から同協会の沿革と活動内容についてお話

しを伺いました。それによると、同協会は、兵

庫県に｢ライトハウス｣のような拠点を作ろうと

1999年に設立。視覚障害者を対象とした通所施

設の運営、見えない・見えにくいことについて

の相談、訪問での歩行指導、パソコン講習会、

福祉機器・日常生活用具・便利グッズの紹介と

イベント開催等、幅広い活動を展開しています。

説明の後２班に分かれて館内を見学しました。

ハンドファーム､ＩＴファームなど多彩な活動

◆ (１階)＝ロービジョンロービジョンルーム

の方の日常に役立つような様々なグッズが展示

されています。拡大読書器、白杖、時計、調理

用具や、シール等々、情文５階サービスフロア

に展示されているものにも感心する私達に、同

行した加治川職員が逆に驚かれる場面も。｢来

。年の施設見学会は情文５階ね｣という声もあり

◆ (４階)＝読み終わった『点ハンドファーム

字毎日』の点字用紙などを再利用して小物を作

る手工芸室で、机の上には封筒やポチ袋、一筆

箋、かごなども置いてありました。点字用紙は

プレスする機械で平

らにします。封筒な

ら凹凸もデザインと

して少し残し、一筆

箋は平らになるよう

にするなど、用途に

応じて凹凸を調整し ハンドファームを見学中▲

多目的室での活動風景(同協会HPより)▲

て再利用されます。この日はお一人の方が名刺

を一枚一枚作る作業をされていました。

◆ (３階)＝ノートパソコンが置ＩＴファーム

かれた机が並び、６人の利用者の方が思い思い

にパソコンを操作されていました。表計算ソフ

トで予定表を作成されている方、就職活動用の

書類を作成している方、クリスマスカード用の

図案を選んでいる方など。それをスタッフやボ

ランティアの方が４人程で必要に応じてサポー

トされていました。利用登録した人はいつでも

好きな時に来て利用できるそうです。

◆ (３階)＝点Ｖ連の方が毎週火点Ｖ連の部屋

曜と金曜に交替で担当して、電話受付し、｢点

字１１０番｣を開設されています。利用者の点

訳依頼を受け、それを会員の点訳グループに割

振ったり、点訳グループから寄せられる点訳上

の質問に答えたりするのが主な活動だそうです。

点Ｖ連との交流会点Ｖ連との交流会点Ｖ連との交流会点Ｖ連との交流会

館内見学後、多目的室に戻るとペットボトル

のお茶とお菓子が用意されていました。点Ｖ連

からは会長、副会長や事務局の方など８人の方

が参加して下さいました。

点Ｖ連には現在、兵庫県下38グループ約650

人(男性は約１割)のボランティアが参加されて

いるそうです。毎年全国の利用者から寄せられ

る200件余りの専門的な点訳依頼に応えておら

れますが、各グループは少人数の所もあり、点

訳技術やレベルもいろいろだとか。また、高齢

化も問題になっているそうです。

司会をして下さった点Ｖ連事務局長の樋口幸

世様のお話が楽しく、こちらからも質問するな

どして、なごやかなひとときを過ごしました。

各地域でいろいろなボランティア活動が展開

されていることを改めて感じた見学会でした。

公益財団法人中山視◆中山記念会館とは

覚障害者福祉財団が視覚障害者支援を行う

団体の活動拠点として、2007年に創設した

会館で、兵庫県を中心とした視覚障害者支

援を行なうボランティアやＮＰＯの活動拠

点として利用されています。

ボランティアのページ
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録音製作ボランティアの大林 緑さんがご召天

録音製作ボランティアの大林緑さんが12月８日、ご病気のため天に召されました。79歳でした。

、大林さんは1979年に活動を始め、音訳10タイトルをはじめ、｢日本の歴史｣など校正352タイトル

｢中医臨床｣などデイジー編集234タイトルと、37年間で600タイトルもの図書を送り出されました。

９年前にご病気になり、闘病しながら校正・編集を続けられましたが、今年３月に惜しまれる中

勇退されました。後進の育成にも力を注がれ、多くのボランティアから信頼され、慕われていま

した。親しくされていたボランティアの中から、代表して久保洋子さんと高梨智子さんに追悼文

を書いていただきました。皆さまと共に大林さんとご家族の平安をお祈りしたいと思います。

音訳に関する議論をなつかしく思い出しながら

久保洋子

大林さん、あなたとはじめてお逢いしたのは、

30数年前でした。当時すでに録音ボランティア

としてはヴェテランで、色々教えていただくば

かりだったことを覚えています。

今もなつかしく思い出すのは、水曜チームの

活動です。メンバーが｢かっこ｣のある文章を集

めて、リスナーに文意を正しく伝えるにはどう

読めばいいか、皆で考え、発表しました。その

時に中心メンバーだったあなたと議論したこと

が、私の音訳に関する考え方の基になっていま

す。その後、東洋医学チーム設立に取り組んで

下さったのもあなたの大きな功績です。

闘病生活に入られてからも、校正、編集につ

いて、新人養成講座の進め方について、関心を

持ち続け、色々アドバイスをして下さいました。

また色々議論できる日を願っていましたが、

適わぬ夢になってしまいました。

ご冥福をお祈りしています。

誠実、親切で、自制心の強いお人柄を偲んで

高梨智子

大林さんとの出会いは、34年前、娘の通う女

子校の母の会の部屋でした。高三のお嬢さんを

持つ大林さんは会長でした。保護者をまとめ、

学園全体の大イベント、チャリティーバザーの

成功のために多忙の中、次にバトンを渡すべく、

経験不足の私の指導に当たられました。

この年、私はライトハウスの音訳講習会に参

加していたのですが、｢何年も前からボランテ

ィアとして毎週通っている｣と聞いて、こちら

の方面でも先輩と判り、驚いたものです。

親しくなるにつれて、彼女の骨身惜しまぬ、

丁寧な仕事ぶりに感心するばかり。私のマイペ

ースのやり方には、ハラハラされていたことと

思います。彼女は、他人に対しては誠実・親切

である一方、自制心のとても強い方でした。

それは、ライトハウスでも全く同じでした。

水曜日にはお会いして、教えていただくことも

多く、旧館の時にはお昼をご一緒出来たのも、

私にとっては楽しい思い出です。

思いがけない大変なご病気のため、志半ばで

音訳の仕事を断念なさるほどの……。どんなに

お辛い日々だったことでしょう。でも、きっと

神さまが｢よくがんばったね｣と、天国に招き入

れてくださったのだと信じます。

ご家族の皆様には、さぞお淋しいことと存じ

ますが、これからはお身体をご自愛なさって、

穏やかな年月をお過ごしになられますよう、心

から祈っております。感謝のうちに。

ボランティアのページ
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感 謝 報 告

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月分完成点字図書11月分完成点字図書11月分完成点字図書11月分完成点字図書

17タイトル55冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2016年12月号 3冊

点・校:金曜日グループ

今どきコトバ事情(井上俊他) 4冊

点:黒堀比佐子 校:G校正

校:橋詰玲子

お殿様は「今」(加藤明) 3冊

点:高橋奈緒己 校:G校正

校:橋詰玲子

箏を友として(千葉優子) 6冊

点:中村道子 校:G校正

校:宗像真李子

性格類語辞典ネガティブ編(アン

ジェラ・アッカーマン他) 8冊

点・校:篠原苑子 辻野純代

中野龍子 中村道子 野崎功子

橋本和代 校:辻 志津江

性格類語辞典ポジティブ編(アン

ジェラ・アッカーマン他) 7冊

点・校:喜多冨佐子 塚本紀子

辻 志津江 福田真弓

校:篠原苑子

掃除は「ついで」にやりなさい！

(新津春子) 2冊 点:野上満智子

校:G校正 校:八木光子

独裁国家に行ってきた(MASAKI)

3冊 点:河辺幸子

校:鴻農高子 校:宗像真李子

ニッポンの個人情報(鈴木正朝他)

6冊 点:雪岡加奈子

校:G校正 校:平野 健

百姓貴族１(荒川弘) 1冊

点:栗栖 忍 校:南 佳奈

校:雪岡加奈子

百姓貴族２(荒川弘) 1冊

点:南 佳奈 校:栗栖 忍

校:雪岡加奈子

百姓貴族３(荒川弘) 1冊

点:栗栖 忍 校:南 佳奈

校:雪岡加奈子

百姓貴族４(荒川弘著) 1冊

点:栗栖 忍 校:南 佳奈

校:雪岡加奈子

迷いは悟りの第一歩(ネルケ無方)

2冊 点:野崎功子

校:辻野純代 校:都解節子

やっぱりピアノがすき！〈ソナチネ

併用曲集〉(橋本晃一) 2冊

点･校:コモド･8Ｆ

読み聞かせ『ふるさと再生日本の

昔ばなし』(トマソン) 3冊

点:野村惠美子 校:青松清子

浜田史子 校:古谷豊子

ルバイヤートの謎(金子民雄) 2冊

点:濵田恵美 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11111111

17タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

アドラー流 人をHappyにする話し方

(岩井俊憲) 3:03 音:河野晃愛

校:本田睦子 山見順子

一期は夢よ鴨居玲(滝悌三) 8:39

音:胸永幸子 校:竹下正子

植田美穂子 大西祥子

岩谷友子 編:八田芙未子

井上眼科病院の実践から学ぶ

ユニバーサルデザイン

(井上賢治他) 3:42 音:岩井悦子

校:髙室雅子 上月直子

本村英子 編:吉川順子

落ちぶれ同心と将軍さま(６)

(藤村与一郎) 7:18

音:前田綾子 校:伊志峰和代

八十嶋敦子 編:羽淵雅子

刑務所改革(沢登文治) 6:15

音:神野千晴 校:藤森容子

西村郁子 寺下千秋

編:辻野玲子

これから起こる「マイナンバー

犯罪」(夏原武他) 6:03

音:阪本由美子 校:中澤康子

社会のしくみのかじり方

(石川康宏) 6:12 音:田中恵子

校:髙岡博子 編:佐藤圭子

「昭和天皇実録」にみる開戦と

終戦(半藤一利) 3:48

音:岩崎千佐子 校:渡辺一枝

金井典子 編:阪口雅代

突然、親が亡くなった。初めての

葬儀だけど喪主を立派に

務めたい。(松本美佳) 3:19

音:鈴木ますみ 校:松浦洋子

寺下千秋 編:若槻敬子

粘膜力でぜんぶよくなる

(和合治久) 3:16

音:岩谷友子 校:酒居よし枝

町田美樹子 編:鳥山正彦

パラオはなぜ「世界一の親日国」

なのか(井上和彦) 4:22

音:渡辺一枝 校:岩崎千佐子

久保洋子

美術、応答せよ！(森村泰昌) 7:57

音:矢切素子 校:柳本絹子

ほめると子どもはダメになる

(榎本博明) 5:11

音:松浦洋子 校:宮 清子

荒木良子 編:辻野玲子

野菜の新常識体にいい食べ方は

どっち！？(中沢るみ) 4:45

音:小山久子 校:内藤かほる

髙室雅子 山崎千代子

編:土井賀津子

ルポ老人地獄(朝日新聞経済部)

8:28 音:松本紀代

校:橋本万里 辻野玲子

山崎千代子 編:町田美樹子
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感 謝 報 告

百人一首の歴史学(関幸彦) 9:06

音:山口孝代 校:山中眞理子

水野順子 三上 菊 編:荒木良子

和漢診療学(寺沢捷年) 7:41

音:長田ひとみ 校:久保洋子

井駒多津子 外園朝代

荒木良子 編:三上 菊

        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

自分が変わればまわりが変わる

(ジェームズ･アレン) 2:52

音:松本公丹子 編:植田美穂子

日本の名探偵(横溝正史) 17:36

音･編:植田美穂子

「はこだての家 日吉」ご案内他

0:50 音･編:植田美穂子

路第九集 3:07 音:松本公丹子

ユニバーサルデザインとは､みんな

のためのバリアフリー環境 0:28

音・編:横山時子

点字図書点字図書点字図書点字図書

噛み方健康法(生食協会) 2冊

点:中村道子 校:橋本和代

心理学講義用プリント(A4 2枚)

1冊 点:松井育子 校:G校正

ナンプレ１ 1冊

点:梶原由美子 校:G校正

Over The Rainbow(楽譜) 1冊

点:橋本和代 校:中村道子

路第九集 2冊

点:待田敏彦 校:G校正

若林安也子

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

背骨から自律神経を整える

ﾃｷｽﾄ化:平林隆雄

        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12月号発送 西垣泰子:

松永壮兒 藤原静江 山田一弘

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10月号 デイジー版 2:03

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 2016年10月号 4:20

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』 木村純子

竹田佳代 寺田美枝子 橋本万里

濱 欣子 福島博子 本田睦子

『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10月号 3:33

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 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 吉田 薫

2016年12月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 0:59

音:本田睦子 校:松本紀代

発送:井川倭文子 板波キミ

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会=

岩見明子 出原陽子 植原宏子

大谷充子 川本恵美 武田真弓

前田泰子 松田匡代 宮野興子

お役立ち目録 2016年12月号お役立ち目録 2016年12月号お役立ち目録 2016年12月号お役立ち目録 2016年12月号『『『『

～大宅壮一ノンフィクション～大宅壮一ノンフィクション～大宅壮一ノンフィクション～大宅壮一ノンフィクション

デイジー版 0:13賞その3～』賞その3～』賞その3～』賞その3～』

音:本田睦子 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2016年12月号 2:51

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 辻本紀枝

中島 陸 中原尚子 西田芳美

西和田恵子 松浦洋子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2016年10月27日号 9:41

石原眞由美 大島幸枝 奥 幸子

大塚しづ子 岡﨑節子 上村裕子

川添美智子 姜 貞眞 木村瑛子

北川由美子 久下悦子 坂田嘉子

佐藤圭子 佐藤公平 佐藤保子

沢田玲子 柴田智美 嶋林茂子

関田通子 武市敦子 立上敦子

坪田捷子 中嶋雅美 中地淳子

中村京子 西岡千代子 橋本順子

羽淵雅子 兵頭賢一 弘津千加子

掘邊絵梨子 前田元子 松浦洋子

真見奈津子 森口慶子 山田啓子

横山栄子 吉永英子 吉田典子

和田啓子 編集:古跡眞知子

2016年11月3日号 9:32

乾 郁子 今岡松代 岡村勝彦

奥田和美 加藤紀美子 上田啓子

木村加代 黒河典子 正田潤子

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11月10日号 11:23

井尻府三重 奥 幸子 長村明子

上原多美子 加藤和夫 上村裕子

姜 貞眞 佐藤圭子 佐藤公平

柴田智美 鈴木恵子 武市敦子

寺下千秋 永井憲子 中本和代

林 由子 前田元子 増田典子

松浦洋子 向髙寿子 山本スズ子

山本晴代 吉田典子

編集:小森由紀子

2016年11月17日号 10:14

天江美佐子 太田貴子 大山節子

大藤喜久子 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 西村道子 西本美加子

西山恵子 西山トシ子 橋本明子

藤澤元子 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 山下 豊 和田文子

柳内登喜子 編集: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

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｣
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『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11月号 4:46

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 竹田佳代

下山とよみ 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

        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11月号

ﾃｷｽﾄ化・DAISY編集:森 美恵子

現代の貧困と不平等

DAISY編集:笠松幸彦

DAISY校正:山田理子

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

全視情協サピエ事務局封入作業全視情協サピエ事務局封入作業全視情協サピエ事務局封入作業全視情協サピエ事務局封入作業

2016年12月1日発送

井川倭文子 板波キミ 小林弘子

筒井貴美子 並木昌子 西垣泰子

堀 マサ子 宮崎ナオヨ

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

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

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］

江原登美子 菅野淑子 堂 晴美

永崎利恵

◆ 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 171tl ＦＤ 0tl

デイジー3789tl テープ 24tl

★11月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

脳に効く！昭和時代ドリル

(昭和倶楽部)

医療通訳士という仕事

(中村安秀他)

薬いらずのはちみつ生活

(清水美智子)

人生最後のご馳走

(青山ゆみこ)

【録音図書】

落ちぶれ同心と将軍さま(5)

(藤村与一郎)

腸の｢吸収と排出｣が健康の

10割 (大竹真一郎)

見えない私の生活術

(新納季温子)

重要事件で振り返る戦後

日本史(佐々淳行)

     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◆◆◆◆
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バリアフリー映画会協力

尾崎一恵 加藤由美子 阪口雅代

鹿津直美 那須由美子 藤井倫子

松永和子 古澤満寿枝 松原 博

西川真知子 廣野美代子

バリアフリー映画会パンフレット

デイジー版協力 那須由美子

 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  

青木幹雄 兄井寿美子 荒河裕子

一色和子 伊東晴子 井上惠子

岩見博司 上ノ山禎子 後 恵子

江口不二子 大坂陽子 大村登子

置塩啓子 奥 秀子 片 紀子

桂 公子 神谷考子 河上千鶴

菊池雅子 古賀和子 小林節子

小林万智子 小山妙美 佐藤美鈴

澤井 稔 島 美緒 神保克子

田那辺優子 谷崎節子 常盤知子

中西淳子 中本由美 野村京子

畠田幹子 弘津千加子 福地京子

福島悦子 福田嘉寿憲 藤田佳子

麓 孜子 古木昭子 寶田サチヱ

細見芳江 前田芳野 前田元子

増尾明子 待田敏彦 松谷富子

眞野祥子 南 礼子 宮本 和子

望月 明 森田幸子 森田 陞

八十嶋敦子 山崎 彰 山下喜美

11月 利用者11人･58件

ボランティア57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）

【11月実績】

訪問(2件) 三輪彰宏 斧田綱子

原木 眞 栗谷博子

例会 石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 政所 章

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

井口惠子 篠原眞澄 中谷幸枝

眞野祥子 野川商事株式会社

(敬称略をご容赦下さい)

感 謝 報 告



『アミ･ドゥ･ブライユ』交流会に14人！

当館では標題の児童向け点字雑誌を発行

し、全国の希望者に届けています。その創

刊１周年を記念し、講演＆ワークショップ

｢ひろがれ！点字｣～みんなで『アミ･ドゥ･

ブライユ』を12月23日、当館で開催しまし

た。当日は小１から高１までの14人(参加

者は全部で50人余り)が近畿を中心に愛媛

や石川、三重から参加。本誌の人気企画

｢働く先輩｣の特別編として、リオ・パラリ

ンピック競泳メダリストの木村敬一さんの

講演を聴き、参加者の交流やクイズを楽し

みました。視覚障害児童、しかも点字の

愛読者が地域や学校を超えてこれ程集まる

機会はめったにありません。点字を使う仲

間との交流を糧に、本誌の読者が大きく成

長することを期待したいと思います。

第10回マルチメディアデイジー講演会

当館は、特定非営利活動法人 とのNaD

共催で｢ぼくも読めたよ デイジー教科書～

現場の先生からの事例報告｣を12月４日、

当館で開催しました。“読み”に困難のあ

る児童・生徒に関わる教育関係者、保護者、

支援者など50人以上が参加。長年にわたり

マルチメディアデイジー教科書を活用した

指導を進めてきた赤瀬瞳先生による｢読め

ることが学習すべてにおける第一歩｣だと

いう力強い講演が参加者の胸を打ったほか、

デイジー教科書の有用性と必要性がさまざ

まな実践や経験から指摘されていました。

前田綾子さんが大阪市から功労者表彰

当館録音ボランティアの前田綾子さんが

昨年11月、大阪市社会福祉大会で2016年度

地域福祉推進功労者表彰を受賞されました。

57年に及ぶ音訳・録音活動と後進の指導が

高く評価されたものです。今年は視覚障害

者用録音図書の製作・貸出が始まって60周

年(当館では58周年)を迎えますが、前田さ

んは全国でも最古参の現役ボランティアだ

と思われます。この度のご受賞をお祝いす

るとともに、ご健康を守られて、さらにお

元気で活躍されるようにお祈りいたします。

人事異動のお知らせ

12月から１月にかけて以下の人事異動を

行います。よろしくお願いいたします。

中山勝巳(サービス部機器・用具係)退職

松井友美恵(早川→総務部総務係)異動

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【12月】

４日 マルチメディアデイジー図書講演会

７日 近畿視情協 研修会(玉水)ボランティア

10日 オープンデー(館内見学日､参加３人)

23日 ｢アミ･ドゥ･ブライユ｣読者交流会

24日 図書貸出､用具･機器サービス最終日

27日 ボランティア活動最終日

28日 仕事納め

予 定予 定予 定予 定

【１月】

５日 仕事始め

６日 活動､サービス再開ボランティア

７日 全館開館(通常は９日月曜指定祝日の

振替ですが、特別に開館します)

12日 ボランティア友の会世話人会

21日 オープンデー(館内見学日)

左頁の前田綾子さんの受賞の報の編 集編 集編 集編 集

通り、今年は視覚障害者用の録音後 記後 記後 記後 記

図書製作・貸出が1957(昭和32)年、東京で

始まって60周年(当館では1959(昭和34)年

開始)。この記念すべき年にぜひ録音図書

(合わせて点字図書)を大いに宣伝して、音

訳(点訳)ボランティアの拡大と、専門音訳

(点訳)の発展と、録音図書の普及に努めた

いと思います。応援をお願いします。(竹)

2017年１月号ONE BOOK ONE LIFE
ワ ン ブ ツ ク ワ ン ライフ
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