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掲 示 板

ボランティア施設見学会で楽しく交流を

。毎年恒例のボランティア友の会施設見学会

今年は今話題の｢神戸アイセンター・ビジョン

パーク｣(紹介は９頁)を訪ねます。見学後は、

近くのホテルでランチバイキングを楽しみなが

ら交流を広めましょう。ぜひご参加ください。

集合日時 10月29日(月)10時(14時頃終了予定)

集合場所 ポートライナー医療センター駅改札

行き先 神戸アイセンター･ビジョンパーク

ホテルパールシティ神戸･レストラン

＆カフェ｢プラシャンティ｣

定員 30人(先着順。定員で締め切ります)

費用 1,500円(食事代込)、交通費実費

※神戸アイセンターで集金します

お申し込みは当館総務係(電話06-6441-0015)、

または各フロアまで。申込締切は10月23日(火)。

｢盲導犬チャリティカレンダー｣2019年版発売

毎年大人気のカレンダーを今年も発売。ほの

ぼのとしたラブラドールのイラストを月替わり

でデザイン。Ａ４判(見開Ａ３判)。定価1,000

円。直接購入の場合は当館３階総務係、郵送の

場合は盲導犬訓練所(電話0721-72-0914)まで。

｢ヘレン･ケラー女史没後50年を偲んで～

ヘレン・ケラー女史と岩橋武夫｣のご案内

11月23日(金・祝日)と24日(土)、大阪市中央

公会堂で開催する標記イベントのご案内を本誌

２頁に掲載しています。お目通しの上、ぜひご

参加ください(事前申込みが必要です)。

10月13日･14日は日本ライトハウス展へ

今年の｢日本ライトハウス展～全国ロービジ

ョンフェア2018｣(読売光と愛の事業団共催)は

10月13日(土)と14日(日)10時から16時、難波御

堂筋ホール(大阪メトロなんば駅)で開かれます。

今回は、過去最多の46社が出展。特別ステージ

では、落語家の桂 文太氏、お笑い芸人の濱田

祐太郎氏らが出演。図書展も同時開催されます。

チラシで詳細をご覧の上、ぜひご来場ください。

10月の休館日について

10月６日(土)＝ハッピーマンデーの振替休館

日ですが、本館は開館し、図書貸出のみ休ませ

ていただきます。

10月13日(土)＝日本ライトハウス展で全館休館。
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｢ヘレン・ケラー女史と岩橋武夫｣の記念行事を開催

二人の足跡を辿り、思想や理念を受けとめ、再び歩み出すために

日本ライトハウスでは、11月23日(金・祝日)と24日(土)の２日間、大阪市中央公会堂で｢ヘレン・

ケラー女史没後50年を偲んで～ヘレン･ケラー女史と岩橋武夫｣を開催します。記念講演やシンポ

ジウム、朗読劇、映像とパネル展示など盛り沢山なプログラムを行います。参加無料。11月１日か

ら当館で参加申込みを受け付けますので、ぜひご来場下さい。(総務係主幹 林田 茂)

◆記念イベントの目指すもの

“あなたのランプの灯火を、いま少し高く掲

げてください。見えぬ人々の行く手を照らすた

めに”－－ヘレン・ケラー女史は、社会の片隅

にいる障害のある人を表舞台に導き、かけがえ

のない社会の一員であることを人々に知らしめ

た人であり、今なお世界中で敬慕されています。

また、日本ライトハウスの創業者岩橋武夫は、

ヘレンとの固い絆の元、わが国の視覚障害者の

社会参加に向けた数々の事跡を残し、｢愛盲の

使徒｣と称されました。

このイベントは、ヘレン・ケラー女史没後50

年を記念し、二人の足跡を辿りながら、会場の

皆さんと一緒に“これから”について考える機

会となることを願って開催します。

◆記念式典(記念講演とシンポジウム)

11月24日(土)13時～17時。多彩なゲストのメ

ッセージに続き、元厚生労働事務次官、村木厚

子氏の講演｢ヘレン・ケラー女史来訪の意味｣と、

森田昭二氏、日比野清氏、愼 英弘氏、關 宏之
しん よんほん

常務理事らによるシンポジウムを行います。

◆朗読劇｢ ～ともしびをかかげて｣Helen

11月23日(金)13時～14時30分と、24日(土)

10時30分～12時の２回。三重苦の奇跡の人と呼

ばれたヘレン・ケラー。彼女はいかにして世界

の希望の光となったのか。その生涯と、その活

動に心打たれた岩橋武夫との出会いを、劇団

･ ･ (セツナ)の朗読劇で上演します。SE TSU NA

◆映像とパネル展

11月23日(金)13時～17時と、24日(土)10時～

16時の２日間。過去に製作・公開されたヘレン・

ケラー女史の生涯を綴った写真パネルとともに、

貴重な映像資料を公開(申込不要、観覧自由)。

岩橋武夫とヘレン・ケラー女史

◆参加者への特典

1983年に刊行された關宏之著｢岩橋武夫～

義務ゆえの道行｣を記念出版(墨字、点字、音声
みちゆき

デイジー版)し、参加者に差し上げ

ます。また、ランプを掲げる手を

モチーフにしたシンボルマークの

記念ピンバッジもプレゼント。

◆参加申込方法

記念式典(記念講演とシンポジウム)と朗読劇

(２回上演のいずれか)の参加申込みを11月1日

(木)から当館で受け付けます。いずれも400人

になり次第、締め切ります。お申込みは、当館

総務係(電話06-6441-0015)までどうぞ。

２日間のプログラム

【11月23日(金・祝日)】

中集会室 13:00～14:30 朗読劇

特 別 室 13:00～17:00 映像とパネル展

【11月24日(土)】

中集会室 10:30～12:00 朗読劇

13:00～17:00 記念式典

14:00～15:30 記念講演

15:30～17:00 シンポジウム

特 別 室 10:00～16:00 映像とパネル展

センターのページ
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パラクライミング世界選手権３連覇！

視覚障害のクライマー小林幸一郎、５０歳の挑戦

９月６日～16日、クライミング世界選手権がオーストリア・インスブルックで開催されました。

大会ではパラクライミングも同時に開催され、視覚障害のカテゴリーで、NPO法人モンキーマジック

代表の小林幸一郎選手が前人未踏の世界大会３連覇の偉業を達成しました。実はクライミングが

趣味の私は、小林さんとも一緒に登りあうクライミングの友人です。大会前には小林さんをはじ

め、日本代表選手との練習会にも参加させてもらいました。今回は３連覇を果たした小林選手と

パラクライミングの魅力をご紹介します。 (総務係主幹 林田 茂)

◆年齢を感じさせない圧倒的な強さ

パラクライミングは、高さ約15メートルの壁

を使い、登った高さを競います。小林選手は視

力障害カテゴリーの中で最も障害の程度が重い

クラスのＢ１(全盲)で出場。２位の選手が中盤

の25手目で落下したのに対し、小林選手は35手

目で落下と圧倒的な強さで優勝を飾りました。

驚いたのはＢ２のカテゴリー(ロービジョンク

ラス)の優勝者よりも到達点が高かったことです。

小林さんがクライミングを始めたのは16歳か

らで、28歳の時に網膜色素変性症であることが

発覚。今では光がわかる程度で、わずかに視力

が残るだけです。普段の人なつっこい笑顔から

は、あの力強いクライミングスタイルは想像も

できません。そんなギャップも小林さんの魅力

なんだと思います。

決勝の課題を登る小林幸一郎選手

◆登っているときに、見えない恐怖は？

マスコミの取材で｢見えない中で登る恐怖心は

ないのか｣という問いかけに対し、小林さんは

以下のように答えられています。｢クライミン

グの恐怖心は、見えていても見えていなくても

変わらない 『今、落ちたら怖いな』と思う時。

はあるが、それは障害のせいではなく人間の本

能だと思う。恐怖心よりも、できなかったこと

ができる喜びのほうがはるかに大きい 」。

クライミングをやっている私には、見えてい

ても怖いのに、不安定のなかで手を伸ばす恐怖

は想像を絶するものがあります。でも、自分の

限界に向き合い、諦めずにできた時の達成感は

格別で、クライミングの大きな魅力です。

◆クライマーの目となるナビゲーター

ナビゲーターは、｢10時方向に、ちょっと遠

め、左から持てそうな三日月みたいな形してる

方向 距離 ホーホールドがあるよ｣と と 、次に触る

を伝え、手が伸びてくると、｢もうちょルドの形

い左、上…、ちょい左、それ！｣と微調整しな

がら、ホールドの位置を登っているクライマー

に伝えます。パラクライミングでは、クライマー

の技術もさることながらナビゲーターも重要に

なってきます。体を使ったパズルと称されるク

ライミングは、登りながら何が正解なのかを探

りながら登っていくので、ナビゲーターは見え

る情報を的確に、かつ複数の選択肢を伝え、登

っている人が今何を求めているか瞬時に心を読

み取る技術が必要になってきます。一緒に登っ

ている意味でペアクライミングとも呼ばれます。

来年の世界大会は、日本で開催されることが

決まっています。小林さんの大会連覇を応援し

ながら、新しいクライマーの登場にも期待して

います。パラクライミングからは、ますます目

が離せません。ぜひ応援よろしくお願いします。

(関連情報は、小林さんが代表を務める『モン

キーマジック』のホームページをクリック！)

利用者のページ
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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2018年７・8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

７・８月分完成点字図書

30タイトル89冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

馬を巡る旅(小桧山悟) 3冊

点:野上満智子

校:G校正 平野 健

大阪府民のための巨大地震への備え

(日本赤十字社大阪支部) 2冊

点:辻野純代

校:G校正 平野 健

大阪弁訳法華経(大阪弁訳｢法華

経｣制作委員会) 2冊

点:糸山武博

校:G校正 橋詰玲子

おはなし推理ドリル科学事件

ファイル(学研プラス編) 2冊

点:華崎律子

校:G校正 平野 健

心とカラダを整えるおとなのため

の１分音読(山口謡司) 2冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝 平野 健

樺太(サハリン)が宝の島と呼ば

れていたころ(野添憲治) 5冊

点:華崎律子

校:G校正 平野 健

死を見る僕と、明日死ぬ君の

事件録(古宮九時) 3冊

点:春江由美子

校:G校正 都解節子

JRニュース 2018年8月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

JRニュース 2018年9月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

主夫になってはじめてわかった

主婦のこと(中村シュフ) 2冊

点:石川亜紀

校:清水浩子 宗像真李子

戦地からのラブレター

(Ｊ Ｐ ゲノ編) 4冊

点:山下慧子

校:中川春美 都解節子

それからの僕にはマラソンが

あった(松浦弥太郎) 2冊

点:髙木智佳子

校:G校正 平野 健

だし検定公式テキスト

(だしソムリエ協会他) 3冊

点:松井育子

校:G校正 橋詰玲子

｢食べられる｣科学実験セレク

ション(尾嶋好美) 2冊

点:清水浩子

校:石川亜紀 中川春美 篠原苑子

治安はいいのにチカンが多いって、

どういうこと？(異文化コミュ

ニケーション研究所) 2冊

点:入江知子

校:G校正 八木光子

疲れがとれて朝シャキーンと

起きる方法(友野なお) 3冊

点:奥村純子

校:G校正 平野 健

デービッド アトキンソン

新 所得倍増論

(Ｄ アトキンソン) 5冊

点:本条祐子

校:G校正 宗像真李子

二十歳の原点(高野悦子) 3冊

点:島谷久美子

校:浅井良彦 平野 健

日本一売れたフライおつまみから

学ぶ「ヒット商品」を生み出す

秘訣(田中稔朗) 2冊

点:中西智子

校:浦田登志子 宗像真季子

加尾美千子

人間関係のストレスに負けない

気分転換のコツ(大野裕) 2冊

点:松本稔子

校:G校正 平野 健

ネコの老いじたく

(壱岐田鶴子) 4冊

点:安井良恵

校:G校正 橋詰玲子

ハッピー レボリューション

(星奏なつめ) 4冊

点:木下正義 宍戸邦栄

校:木村寿子 宍戸邦栄

橋詰玲子

阪急沿線の本 4冊

点:笹川雅子

校:G校正 平野 健

干しブドウ酢でやせる！病気が

治る！ 2冊

点:藤井恵美子

校:G校正 平野 健

マーティン ルーサー キング

(黒崎真) 4冊

校:土橋貞子

｢もしかしてコミュ障かも？｣と

いう人のための気くばりの

コツ大全

(トキオ ナレッジ) 2冊

点:田中真理子

校:G校正 八木光子

靖国神社が消える日

(宮沢佳広) 3冊

点:髙木智佳子

校:G校正 岡田允子

やせる味覚の作り方

(小倉朋子) 2冊

点:林 さゆり 校:G校正

山崎豊子スペシャル ガイドブック

(林真理子ほか) 6冊

点:鴻上真理

校:G校正 平野 健

老化とたたかう漢方薬入門

(関水康彰) 5冊

点 校:G東医

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

学校教材

＊地域の小 中学校で学ぶ児童

･生徒用の点字教科書を2018年

度前期分として以下の通り製

作していただきました。ご協力

に心から感謝申し上げます。

小学校４校･４教科･計1254頁

大学１校・２教科・ 計480頁

【小学校】

小学社会３ ４年下 30年度 474頁

ﾃﾞｰﾀ修正:篠原苑子

小学社会５年下 30年度 217頁

ﾃﾞｰﾀ修正:中野龍子

新編新しい生活一年下 30年度

206頁 ﾃﾞｰﾀ修正:辻野純代

みんなと学ぶ小学校算数４年下

30年度 357頁

点:大阪YWCA点字子ども図書室

【Ｋ大学】

数学探訪 160頁

点:浜田史子 乙訓点訳サークル

中国語の世界 320頁

点:澤田裕子 春江由美子

前田美代子

  録 音 製 作

７・８月分完成録音図書

24タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

異世界食堂４(犬塚惇平) 7:33

音:三上 菊

校:佐山敦子 岡村佳子

渡辺一枝 編:山口孝代

行ってきました！60歳からの

ヨーロッパファーストクラス

列車旅行(網谷幹雄) 5:57

音:大桑久美子

校:北川温子 松浦洋子

松井喜美代 編:山崎千代子

英語の品格(Ｒ カップ他) 5:14

音:中原尚子

校:西田芳美 小林幸子

編:伊東晴子

エリオット Ｐ ジョスリン

(Ｄ Ｍ バーネット) 6:50

音:宮 清子

校:那須由美子 坂口幸子

山崎千代子 編:岡村佳子

御社のデータが流出しています

(一田和樹) 9:44

音:奥 幸子

校:辻野玲子 前田元子

編:山口孝代

解決！大人の髪のＳＯＳ

(細川ひろ子) 2:49

音:那須由美子

校:宮 清子 中澤康子

八田芙未子 編:岡村佳子

月下の剣客(武田櫂太郎) 8:05

音:前田綾子

校:伊志峰和代 大西祥子

山崎千代子 編:前田元子

忍びの乱蝶(富田祐弘) 7:13

音:植田美穂子

校:有末 道 吉田典子

渡辺一枝 編:若槻敬子

世界一美味しい｢どん二郎｣の

作り方(野島慎一郎) 2:22

音:大坂陽子

校:前川祐子 岡村佳子

編:小倉玲子

世界一幸せな国、北欧デンマーク

のシンプルで豊かな暮らし

(芳子ビューエル) 4:36

音:脇本登志子

校:中澤康子 渡辺一枝

編:寺下千秋

ゼロからはじめるボウリング

入門(西村美紀) 3:09

音:濵名あきよ

校:下山とよみ

それでも宇宙は美しい！

(佐治晴夫) 7:52

音:羽淵雅子

校:前田元子 山崎千代子

編:植田美穂子

滝田樗陰(杉森久英) 7:53

音:板東由美子

校:北川温子 久保洋子

植田美穂子

編:町田美樹子

通天閣物語(二鬼薫子) 7:54

音:内藤かほる

校:小山久子 米谷治子

本村英子

編:植田美穂子

妻を殺してもバレない確率

(桜川ヒロ) 7:51

音:野村昭子

校:石原英子 上田道子

町田美樹子

編:古跡眞知子

トップアスリートがなぜ『養生

訓』を実践しているのか

(白木仁) 5:30

音:川勝美佐子

校:宮 清子 編:小倉玲子

怒涛の関西将棋(谷川浩司) 6:08

音:三原佳子

校:久保洋子 土井賀津子

編:川端正子

中村天風 悲運に心悩ますな

(広岡達朗) 4:27

音:三原佳子

校:中澤康子 渡辺一枝

編:岩崎千佐子

なぜあの人は定時に帰っても

信頼されるのか？

(能町光香)4:28

音:岩田真智子

校:川辺洋子 下山とよみ

伊東晴子

編:山崎千代子

バスを良く知る基礎知識

(谷川一巳) 8:16

音:長井純子

校:岡村佳子 町田美樹子

編:松本紀代

病気と薬ウソ ホントの見分け方

(名郷直樹) 7:04

音:佐藤圭子

校:久保洋子 八田芙未子

編:濵 欣子

霧幻の峠(武田櫂太郎) 6:15

音:前田綾子

校:伊志峰和代 岡村佳子

渡辺一枝

編:岩崎千佐子
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盲人の職業的自立への歩み

(本間律子) 22:35

音 校:岩崎千佐子 渡辺一枝

校:久保洋子 金井典子

編:吉川順子

やすみかたの教科書

(友野なお) 2:48

音:山田啓子

校:小倉玲子 吉田典子

編:前田元子

  プライベート製作

点字図書

ヴァイオリンで奏でるクリスマス 

メロディー(全音楽譜出版社) 1冊

点･データ修正:田中伸子

エブリスタディ2017年5月号 4冊

点:古財芳子 野村惠美子

校:松井育子 数学グループ

エブリスタディ2017年6月号 4冊

点:松井育子 塚本壽子

校:数学グループ 野村惠美子

オーガニックハーブティー＆

スパイス ゾネントア 1冊

点:塚本紀子 校:G校正

大阪大学薬学部2018

(大阪大学)1冊

点:梶原由美子

校:加尾美千子

回復の喜び 参加者ガイド３

(Ｊ ベーカー) 1冊

点:野村惠美子 校:G校正

黒髪、鶴の聲(生田流筝曲1153と

三絃楽譜1501)

(宮城喜代子他) 1冊

点:田中伸子 校:鴻上真理

氷の心 楽譜 1冊

点:橋本和代 校:田中伸子

｢金平糖｣第127回短歌サロン 1冊

｢金平糖｣第128回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

ナンプレ初級編

(たきせあきひこ) 1冊

点:河村牧子 校:生嶋貞夫

社会福祉士国家試験対策 午前

科目(東京アカデミー編) 19冊

点 校:奥村純子 篠原苑子

塚本紀子 辻 志津江 辻野純代

中野龍子 橋本和代 田中真理子

浜田史子 林 さゆり 藤井恵美子

松井育子

校:笹川雅子 木曜日グループ

社会福祉士国家試験対策 午後

科目(東京アカデミー編) 11冊

点 校:井上重子 梶原由美子

栗栖 忍 高橋淳子 都解節子

野上満智子 丸山順介 南 佳奈

宗像真李子

校:金曜日グループ

ならり(奈良市観光協会) 1冊

点:池田園子 校:奥村純子

日本の詩６(遠藤豊吉編著) 1冊

点:雪岡加奈子 校:G校正

｢ポスト真実｣の世界をどう

生きるか(小森陽一編) 4冊

点:山口節子 校:G校正

巡る奈良2018年春夏版

(奈良県観光局) 1冊

点:永薮直子 校:G校正

録音図書

悪女 上(映画館) 10:02

音 編:樋口信子

私小説のすすめ(小谷野敦) 5:52

音 編:山之内陽子

生物はウイルスが進化させた

(武村政春)7:58

音 編:川添美智子

にほんご(安野光雅他編) 2:25

音 編:吉田典子

日立電気洗濯乾燥機取扱説明書

4:38

音 編:古谷あや子

校:遠藤富子 佐藤恵子

  定 期 刊 行 物

2018年8 9月号『ONE BOOK ONE LIFE』

西垣泰子 山田一弘発送:

木下正義

2018年8 9月号『読書』

デイジー版 1:08

寺下千秋 校:下山とよみ音:

板波キミ 井川倭文子発送:

宮野興子 並木昌子 宮崎ナオヨ

『アミ ドゥ ブライユ』点字版

第18号

点:河村牧子 清水浩子

濱田恵美 古林敬子

『英語よもやま通信』

月号 2:20デイジー版 2018年8

月号 2:25デイジー版 2018年9

音 校 編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 川端真知子 小林幸子

志水節子 辻本紀枝 中島美穂

中原尚子 西田芳美 西和田惠子

野﨑淳子 前田元子 的場操代

山崎千代子 脇本登志子

『サイエンスかわら版』

月号 4:21デイジー版 2018年6

月号 4:11デイジー版 2018年7

音 校 編:情報文化センター

理数チーム｣｢

大屋敦子 河原眞知子 木村純子

夛田禮子 寺田美枝子 橋本万里

濵 欣子 濵名あきよ 松本紀代

本村英子 山本雅子 横山時子

月号『お役立ち目録 2018年8 9

～是枝裕和監督関連図書～』

デイジー版 0:11

寺下千秋 校:下山とよみ音:

デイジー版『週刊新潮』

2018年7月5日号 8:53◆

今岡松代 岡村勝彦 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 正田潤子

竹村京子 田野瀬潔子 中村千賀子

中村直美 中本和代 西田文子

野村美穂子 久富恭子 深津綾子

兵頭つね子 福田佳代

編:中本和代
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2018年7月12日号 9:56◆

井尻府三重 上原多美子 大島幸枝

大橋恵子 加藤和夫 上村裕子

姜 貞眞 佐藤圭子 佐藤公平

沢田玲子 武市敦子 坪田捷子

永井憲子 西岡千代子 林 由子

兵頭賢一 前田元子 増田典子

向髙寿子 八十嶋敦子 山田啓子

山本スズ子 山本晴代

編:小森由紀子

2018年7月19日 風待月増大号 11:14◆

天江美佐子 荒木節子 池田和子

太田貴子 越智真弓子 北村優美子

髙久俊子 詫摩多美子 田渕浩子

寺西竹子 中村洋子 中本和代

成田由起 西村道子 西本美加子

西山トシ子 直場徳宥 橋本明子

服部秀美 星子鐵郎 前田元子

松原和子 守田喜久子 柳内登喜子

山下 豊 和田文子

編:中本和代

2018年7月26日号 9:24◆

飯島令子 大里いずみ 大島幸枝

大塚しづ子 大森恵子 大脇朱美

岡﨑節子 上村裕子 川添美智子

川端砂代子 姜 貞眞 北山真知子

久下悦子 坂田嘉子 佐藤圭子

佐藤公平 佐藤保子 澤井 稔

澤田由紀 沢田玲子 嶋津美香

嶋林茂子 関田通子 田宮加代

地上博子 坪田捷子 寺下千秋

中地淳子 中村京子 橋村惠子

濵 洋一 兵頭賢一 平田惠美子

弘津千加子 藤山美千代 前田元子

森口慶子 八十嶋敦子 横山栄子

吉田典子 吉永英子 和田啓子

和田ゆう子

2018年8月2日号 9:00◆

今岡松代 岡村勝彦 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 竹村京子

田野瀬潔子 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 深津綾子 福田佳代

編:中本和代

2018年8月9日号 9:31◆

井尻府三重 上原多美子 大脇朱美

岡﨑節子 長村明子 加藤和夫

上村裕子 姜 貞眞 坂口幸子

坂本雪枝 阪本由美子 佐藤公平

澤井 稔 嶋津美香 嶋林茂子

鈴木恵子 寺下千秋 永井憲子

西岡千代子 濵 洋一 前田元子

山本スズ子 山本晴代 横山栄子

吉田典子

編:小森由紀子

2018年8月16 23日夏季特大号 11:39◆

荒木節子 飯島令子 岩谷友子

大島幸枝 太田貴子 岡﨑節子

越智真弓子 上村裕子 川端砂代子

北村優美子 久下悦子 佐藤圭子

沢田玲子 地福延代 清水百世

新熊美衛子 髙久俊子 田渕浩子

坪田捷子 寺西竹子 当房公子

成田由起 西村道子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 服部秀美

兵頭賢一 平田惠美子 藤澤元子

星子鐵郎 前田元子 八十嶋敦子

山下 豊 山田啓子

編:中本和代

2018年8月30日 秋初月増大号 10:17◆

有川美津子 飯島令子 大里いずみ

大塚しづ子 大森恵子 大脇朱美

川添美智子 川端砂代子 姜 貞眞

北山真知子 小池雅子 坂田嘉子

坂本雪枝 佐藤圭子 佐藤公平

佐藤保子 澤井 稔 澤田由紀

沢田玲子 嶋津美香 嶋林茂子

関田通子 玉置明美 田宮加代

地上博子 塚本和江 坪田捷子

寺下千秋 中地淳子 西村道子

橋村惠子 橋本順子 羽淵雅子

濵 洋一 平田惠美子 弘津千加子

前田元子 松井喜美代 松浦洋子

森口慶子 横山栄子 吉永英子

和田啓子 和田ゆう子

編:古跡眞知子

◆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

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

『鍼灸OSAKA Vol.33 No.4

(2018.Winter128号) 』

デイジー版 11:50

音･校･編:情報文化センター

「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 桃井輝子 渡辺一枝

『日経パソコン』

デイジー版2018年7月号 4:55

デイジー版2018年8月号 4:30

音 校 編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 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

小森佳津子 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 夛田禮子 寺下千秋

寺田美枝子 西田芳美 西村郁子

二宮真理 橋本万里 浜本裕子

福島博子 前田元子 三上 菊

目連雅子 横山時子

『子供の科学』

月号 3:15デイジー版 2018年6

月号 3:20デイジー版 2018年7

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

吉田 薫
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  電子書籍

～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

ネアンデルタール人類のなぞ

ｽｷｬﾝ:岩井和美 西村佐世子

ﾃｷｽﾄ化:浦浜容子 森田敏子

画像製作:浦浜容子

DAISY編集:寺田典子

DAISY校正:森田敏子

国際協力論を学ぶ人のために

DAISY編集:森 美恵子

DAISY校正:森田敏子

ちくま文学の森6恐ろしい話

ﾃｷｽﾄ校正:中川幸子

DAISY編集:浦浜容子

DAISY校正:森田敏子

格差社会アメリカの教育改革

ﾃｷｽﾄ抽出 DAISY編集:笠松幸彦

DAISY校正:山田理子

ディアスポラから世界を読む

ﾃｷｽﾄ校正:森田敏子

DAISY編集:高階秀男

DAISY校正:森田敏子

◆マルチメディアDAISY図書

小人たちの新しい家

ﾃｷｽﾄ化:大和佳代 酒井佐代子

新田 優

DAISY編集:越智真弓子

音声編集:足立佐紀子

音:二宮真理 吉川順子

少年探偵14 魔法博士

ﾃｷｽﾄ化:山田理子 佐藤久子

中川幸子

画像製作:足立佐紀子

DAISY編集:森 美恵子

音声(TTS)編集:越智真弓子

少年探偵15 サーカスの怪人

ﾃｷｽﾄ化:山田理子 池尻三千子

画像製作:足立佐紀子

DAISY編集:河原眞知子

DAISY校正:加藤珠子

音源(TTS)編集:岡本純子

吉田典子

ゆかいなばけくらべ

ｽｷｬﾝ:西村佐世子

ﾃｷｽﾄ化:佐藤久子 木原富子

画像製作:加藤珠子

DAISY編集:大石由美子

DAISY校正 音声編集:加藤珠子

音:前田綾子 伊志峰和代

◆プライベート製作

改正法マスター講座

森田敏子

聖書に対する洞察 第1巻

森田敏子

館内お手伝い   

電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

情報システム

森田敏子

整理 情報サービス

板波キミ 板谷照美

鱗星千恵子 日下清香

日本ライトハウス展チラシ発送

西垣泰子

図書 情報サービス

【７月】

足立宣美 飯村康志 板波キミ

板谷照美 上田敬子 海上映一

小椋美智子 片岡忠克 木村謹治

帰村千恵 小寺高子 小林弘子

武部はつ子 塚本紀子 当房公子

野間絹子 逸見恵子 宮嶋昌代

宮野興子 森本益子 若槻敬子

渡邊洋子

［茨木市バラの会］ 片倉康子

堂 晴美 永崎利恵

【８月】

足立宣美 飯村康志 板波キミ

板谷照美 上田敬子 海上映一

小椋美智子 片岡忠克 木村謹治

帰村千恵 小寺高子 小林弘子

武部はつ子 塚本紀子 当房公子

野間絹子 逸見恵子 宮嶋昌代

森本益子 若槻敬子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］

片倉康子 堂 晴美

◆７ ８月の貸出実績

点字 7月:176tl 8月:179tl

2992tlDAISY 7月:3054tl 8月:

テープ 7月:24tl 8月:42tl

★７ ８月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】[7月]猿神のロス

ト シティ(Ｄ プレストン)、

寝てもさめても猫と一緒(熊井

明子)、美髪のルール(寺村

優太)、なぜあなたの疲れは

とれないのか？(梶本修身)

[8月]薬に頼らず血圧を下げる

方法１日５分(加藤雅俊)、日

本語の謎を解く(橋本陽介)、

言い寄る(田辺聖子)、イコン

(今野敏)

【録音図書】[7月]屋上のテロ

リスト(知念実希人)、糸(大沼

えり子)、お坊さんが書いた人

生、どっしりとかまえる本(浅

田宗一郎)、セールスウーマン

が出会った心があたたまる物

語(本郷陽二) [8月]三匹の守

役(小林典雅)、 田中角栄最後

のインタビュー(佐藤修)、大

阪のおばちゃんの人生が変わ

るすごい格言一〇〇(森綾)、

屋上のテロリスト(知念実希人)

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ デイジー

「警部補古畑任三郎 1 season
st

第二話 動く死体」

台本制作 編集:平林育子

古澤満寿枝

ナレーション:平林育子
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感 謝 報 告

｢美女と野獣｣

台本制作 編集:藤井倫子

台本制作 編集校正:廣野美代子

◆上映会協力

わろう座映画体験会

｢警部補古畑任三郎 第一話 

第二話｣(8月31日)

尾崎一恵 鹿津直美 田中千壽子

中嶋真弓 那須由美子 平林育子

廣野美代子 古澤満寿枝 松永和子

松原 博

◆会場案内

ピッコロシアターファミリー劇場

｢さらばドラキュラ｣(8月5日)

那須由美子

 対面リーディング  

【７月】

青木幹雄 秋本直美 兄井寿美子

池本滋子 稲葉猛雄 犬塚敬彦

上ノ山禎子 後 恵子 江口不二子

大坂陽子 大西順子 大村登子

大森恵子 岡﨑節子 片山紀子

桂 公子 金井典子 神谷考子

河上千鶴 菊池雅子 木村純子

小池雅子 古賀和子 小杉洋子

小林万智子 小山妙美 澤井 稔

柴田智美 首藤博子 高橋美代子

髙橋由紀江 谷崎節子 田伏惠子

夛田禮子 中西淳子 中本由美

畠田幹子 浜本裕子 平田みどり

弘津千加子 福島悦子 福地京子

藤田佳子 二子石知恵 麓 孜子

古木昭子 細井昌子 前田元子

増山多惠子 松谷富子 松田洋子

松原和子 眞野祥子 宮本和子

向井民子 望月 明 森田幸子

森田 陞 山内一子 山崎 彰

山下喜美 山本雅子 横山栄子

米田るみ子

【８月】

青木幹雄 秋本直美 兄井寿美子

池本滋子 稲葉猛雄 犬塚敬彦

上ノ山禎子 後 恵子 江口不二子

大坂陽子 大西順子 大村登子

大森恵子 岡﨑節子 片山紀子

桂 公子 神谷考子 河上千鶴

菊池雅子 帰村千恵 久保洋子

小池雅子 古賀和子 小杉洋子

小林万智子 小山妙美 澤井 稔

柴田智美 首藤博子 高橋美代子

髙橋由紀江 谷崎節子 田伏惠子

中西淳子 中本由美 畠田幹子

平田みどり 弘津千加子 福島悦子

福地京子 藤田佳子 二子石知恵

麓 孜子 古木昭子 細井昌子

前田元子 増山多惠子 松谷富子

松田洋子 松原和子 眞野祥子

宮本和子 向井民子 望月 明

森田幸子 森田 陞 山内一子

山崎 彰 山下喜美 横山栄子

米田るみ子

７ ８月 利用者30人 132件

ボランティア125人

『対面リーディング通信』編集

木村謹治 澤井 稔 望月 明

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【7月 8月実績】

HP更新:中条正信

週報:伊藤 勇 木村朱美

  ご寄附

大阪放送(株)ラジオチャリティ

ミュージックソン

公益財団法人鉄道弘済会

西日本支部

奈良県点訳グループ青垣会

日本基督教団北白川教会

市川 顯 盤井哲男 高橋克武

中津毬子 仁井英夫 宮 清子

湯川欣晃3件 匿名1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

9月6日(木)10:00～11:20

出席者:小倉 大村 高階 橋本

増尾 雪岡 川添 小泉 小林 三原

(館から竹下 林田 松井)

<館からの報告>

･日ラ展、ヘレンケラー展の紹介

･全視情協全国大会のネット中継

･｢サピエ図書館｣の紹介動画視聴

<協議事項>

･施設見学会の検討

<次回>11月6日(木)10:00～11:00

神戸アイセンター･ビジョンパークのご紹介

10月29日(月)、ボランティア友の会見学会で

、訪問する神戸アイセンター･ビジョンパークは

国内初、他に例のない、眼科医療と患者や家族、

視覚障害の方、そして一般市民や企業、関係団

体などを結ぶ気づきと学びの場。昨年12月、神

戸のポートアイランドに開院した神戸市立神戸

アイセンター病院の入口(２階)に開設されまし

た。運営は公益社団法人NEXT VISIONで、網膜

再生医療の研究と実用化で世界的に注目されて

いる髙橋政代医師が牽引役を果たしています。

ビジョンパークは開放感溢れるオープンスペー

スで、リーディング、シミュレーション、キッ

チン、クライミングなど５つのエリアで構成。

情報収集、学習、便利な道具の発見、おしゃべ

り、読書、趣味やスポーツ、調理体験などを体

験できるほか、ヨガや映画、音楽鑑賞などのイ

ベントも行われます。相談や情報提供は、近隣

の視覚障害者施設・団体が協力しており、当法

人からも月２回職員が出向いています。

従来の視覚障害者福祉の概念を覆す発見があ

ると思いますので、ぜひ見学会にご参加下さい。



髙室さんと片岡さんが朗読録音全国表彰

公益財団法人鉄道弘済会の今年度第48回

朗読録音奉仕者全国表彰に当館の髙 室雅子
たかむろ

さん、文部科学大臣賞に片岡珠子さんが選
たまこ

ばれました。髙室さんは36年に亘り、専門

書も含め1,858時間の音訳録音を続けて来

られたことが評価され、２年前に全国表彰

を受けた片岡さんは、長年に亘る医療や自

然・社会科学等の専門書の音訳録音の功績

、が評価されたものです。表彰式は9月27日

東京の弘済会館で行われました。

サピエ図書館の紹介動画をネットで公開

全視情協では、｢サピエ図書館｣の概要や

利用方法などを紹介した動画｢サピエ図書

館ってこんなに便利!｣(６分)をインターネ

ットで公開しました。また10月25日(木)と

26日(金)、岐阜市で開催する全国大会の一

部をインターネットで生中継(及び録画配

信)します。25日13時～14時30分は、竹下

亘理事長の基調報告｢てんやく広場からサピ

エまで30年間の歩みとこれから｣他。26日

９時～10時50分は、シンポジウム｢サピエ

図書館を軸とした、点字・公共・学校・大

学図書館等の連携を考える｣。いずれも全視

情協のホームページ( )http://www.naiiv.net/

からご覧いただけます｡

古谷さん、足立さん、北村さんが退会

長年大変お世話になったボランティアの

皆さんがこの夏、相次いで退会されました。

古谷豊子さんは40年近くもの間、点訳の他、
ふ る や

専門点訳の講師や後進の育成、最近は転居

先の三重県で点訳校正を続けてくださいま

したが、健康上の理由で勇退されました。

足立宣美さんは20年にわたる図書貸出作業
の ぶ み

の他、本誌の点訳などもお引き受け下さい

ましたが、ご主人の介護のため退会されま

した。また当館の利用者でもある声楽家の

北村多恵さんは10年前から楽譜点訳の指導

をお引き受けくださいましたが、仕事で東

京に転居のため退任されました。お世話に

なった皆様に心からお礼を申し上げます。

あ ゆ み

【８月】

11日 夏期全館休館(～16日)

31日 わろう座映画体験会｢古畑任三郎｣

【９月】

４日 臨時休館(台風21号のため)

６日 ボランティア世話人会

７日 灯友会バザール(～８日)

８日 オープンデー(館内見学日､２人)

13日 対面リーディング基礎講習会

予 定

【10月】

６日 振替休館日(図書貸出のみ休室)

13日･14日 日本ライトハウス展(全館休館)

18日 見学:韓国クンソル自立生活センター

20日 オープンデー(館内見学日、要予約)

23日 見学:アレキサンドリア図書館

25日 全視情協大会(～26日、岐阜市)

29日 Ｖ友の会施設見学会( )神戸アイセンター

。編 集 今夏、とうとう還暦を迎えました

(多くの先輩方からは｢やっと/まだ後 記

還暦なの!｣と冷やかされますが)。お盆に

高校の還暦同窓会があったので、42年ぶり

に初参加しました。私同様光ってる奴、フ

サフサの奴、昔憧れていた女性などに会い、

青春時代の思い出が懐かしく蘇りましたが、

一番ショックだったのはライバルだった奴

が直前に病没していたこと。後半生が長い

か短いか分かりませんが、ここまで無事に

守られてきたことに感謝し、１日１日を

大切に生きていきたいと思いました。(竹)

2018年10月号ONE BOOK ONE LIFE
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

情報文化センター(館長 竹下 亘)

大阪市西区江戸堀1-13-2(〒550-0002)住 所

TEL 06-6441-0015 FAX 06-6441-0095

E-mail info@iccb.jp

表紙絵 武部はつ子

発行日 2018年10月１日

定 価 1部100円 年間購読料1,000円


