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第43巻7号2019年11月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

2 0 1 9

11月号

朗読劇｢Helen～ともしびをかかげて｣を再演

昨年11月、大阪市中央公会堂で｢ヘレン・ケ

ラー女史没後50年｣記念事業を行った際、劇団

SE･TSU･NAの朗読劇｢Helen～ともしびをかかげ
セ ツ ナ ヘ レ ン

て｣を上演したところ、大変な好評を頂きまし

た。この朗読劇を、当法人の後援会｢灯友会｣の

チャリティイベントとして、12月７日(土)、玉

水記念館で再演することになりました。

－見えない、聞こえない、話せない。三重苦

の奇跡の人と呼ばれたヘレン・ケラー。彼女が

いかにして世界の希望の光になったのか、その

生涯と、その活動に心打たれた日本人がいたこ

とをあなたは知っているでしょうか？－

当日は、Sonorityによるイングリッシュハン
ソ ノ リ テ ィ

ドベルの演奏も行われます。｢天使のハーモニー｣

と称されるハンドベルの澄んだ音色が会場に響

き渡ります。どうぞ朗読劇とあわせてお楽しみ

ください。ご来場をお待ちしております。

日時 12月７日(土)10時30分～と14時～の２回

会場 玉水記念館

料金 一般2,000円。視覚障害の方1,000円

(ガイド１人まで無料)、中学生以下500円。

申込みは当館総務係(電話06-6441-0015)まで。

岸博実氏を講師に近畿視情協Ｖ研修会

近畿視情協(近畿視覚障害者情報サービス研

究協議会)の今年度ボランティア・職員研修会

が12月５日(木)10時～16時、玉水記念館で開か

れます。午前は盲教育史を掘り起こし、新たな

光を当て続けている京都府立盲学校非常勤講師

岸博実氏の講演｢視覚障害者ボランティア活動

の底流～京都盲唖院の挑戦と京の町衆｣。午後は

点字と録音の２分科会に分かれ、点字は｢みん

なで考える『記号類の使い方』｣、録音は｢耳を

鍛える～音声表現技術と校正技術を同時に学

ぶ｣を行います。申込は、ご所属の当館各係か

近畿視情協会員施設･団体まで。会員外も参加

歓迎しますが、参加費500円をお願いします。

11月の休館予定

11月２日(土)＝録音製作係､メディア製作セン

ター休室(３日祝日の振替､点字製作係は開室)

11月５日(火)＝図書貸出と５階サービスフロ

ア休室(３日祝日の振替)

11月14日(第２木、書庫･在庫整理日)＝５階

サービスフロアと図書貸出はサービス休止

11月23日(土、祝日)＝全館休館
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「日本ライトハウス展2019」 に終日満員の1,616人

高齢で見えにくい方、｢初めて｣の方が多数ご来場

今年も｢日本ライトハウス展～全国ロービジョンフェア2019｣を社会福祉法人読売光と愛の事業団の

共催により10月19日(土)・20日(日)、難波御堂筋ビル７階ホールと８階大会議室で開催しました。

今回は46社・団体の出展と６題の特別ステージなどを行ったところ、２日間で1,616人のお客様

が来場。昨年は過去最高1,910人のお客様で会場が溢れましたが、今回は程よい混み具合となり

ました。毎回楽しみにして来られる熱心なお客様のほか、高齢で目の見えにくい方や初めて来ら

れた方が目立ち、この展示会を機に、多くの方が好適な視覚障害者用具・情報機器や当法人のサービ

スを利用して、豊かな生活への一歩を踏み出していただくことが望まれます。(館長 竹下 亘)

多種多様な機器・用具に黒山の人だかり

機器・用具展示では、拡大読書器や音声読

書器、ルーペ類、白杖、外出補助具、盲導犬、

パソコンソフト、録音・再生機器、点字ディス

プレイや点字プリンターなど多種多様な製品が

出展。特に人気を集めたのは、目の前の文字を

音声で読み上げたり、目の前の物を見やすく映す

眼鏡型のウェアラブル機器や、多用途のスマー

トフォンとアプリで、どのブースも順番待ちと

なりました。また、生活用具や便利グッズを出

展した当館のブースも２日間、大賑わいでした。

特別ステージやiPhone体験会、地図展も好評

毎年恒例の特別ステージでは、理化学研究所

仲泊聡氏の｢ロービジョンケアの現状｣、石川県
なかどまりさとし

しらお眼科橋本伸子氏の｢看護師目線の学ぶケア｣、

メディア・アクセス・サポートセンター川野浩二

氏の｢映画館に行こう!『 』開発者が語るUDCast

映画の未来｣、パワーユーザー品川博之氏と当館

松本一寛職員の｢ がある時ない時～あれかiPhone

ら10年、これからどやねん｣をはじめ、視覚障害

アマチュア落語家の高座を行ったところ、いずれ

も満席。また、当館主催の｢ 体験会｣や大iPhone

阪市視覚障害者福祉協会主催の｢見えない・見え

にくい人のさわって聴いて見る地図展｣(20日の

。み)も好評を博し、終日満員の盛況となりました

初めて参加した方から高い評価

アンケートは集計中ですが、初めて参加した

方の回答が目立っています。沖縄から初めて参

加された目の見えにくい50代の女性からは、

｢地元では展示されていない機器が沢山あり、

担当者が丁寧に説明してくれてとても良かった。

視覚障害者の落語を初めて聞き勇気をもらっ

た｣。また、30歳の大阪の中途視覚障害の男性

からは｢色々不安に思うことを聴いていただい

。てありがたかった｣などの感想を頂いています

ボランティアの皆様のご協力に感謝します

今回も当館のボランティアに加えて、参天

製薬株式会社の社員の皆様など約50人が場内の

ガイドと体験会の講師・補助、事前準備にご協

力くださいました。毎回、お客様からは場内

(外)のガイドが｢親切、丁寧｣という評価を頂い

ており、この展示会の誇りとなっています。

ご協力くださったボランティアの皆様

有川美津子 生嶋貞夫 池本滋子 大坂陽子

大前雅司 大安徹雄 奥 幸子 斧田綱子

笠松幸彦 加藤珠子 角本靖子 金井典子

河内町子 川口千代 川添美智子 木原富子

小泉憲一 佐古智子 佐藤久子 品川博之

清水浩子 嶋津豊子 髙岡博子 田中千壽子

谷崎節子 千原加容子 名賀知子 中野靖子

那須由美子 西垣泰子 羽淵雅子 藤井倫子

増尾明子 待田敏彦 松田洋子 松谷富子

松永和子 南村はるひこ 宮野興子 山本普実雄

若松ひろみ 参天製薬株式会社の社員の皆様

センターのページ
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読書バリアフリー法を基に、サピエやボランティア活動の将来を検討

全視情協・第４５回栃木大会が宇都宮市で開催

全視情協(特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会)の第45回大会が、10月３日(木)～

４日(金)、宇都宮市で開かれ、全国75施設・団体から230人(当館からは９人)が参加しました。

全視情協は、全国101の点字図書館や 、ボランティア団体などが協力して、図書製作と情報提供NPO

サービスの向上を進め、サピエを運営している組織です。事務局は当館３階にあり、職員３人が専従

し、理事長は竹下が務めています。今大会では、この６月に成立・施行された｢読書バリアフリー法｣

に基づいて、今後、サピエやボランティア活動をどのように発展させるべきか、利用対象者の拡大に

どう取り組むかなどを検討・協議し、４項目の大会決議(４頁に掲載)を採択。また点字・録音製作の

研修や職員間の情報交換・交流を深め、成果を上げることができました。(館長 竹下 亘)

第45回大会の主なプログラム

基調報告｢視覚障害者等の情報保障全体会１

の到達点と課題｣

シンポジウム｢サピエの将来を展望分科会１

する｣

利用者のニーズに根差した点字分科会２

資料の提供について考える

デイジー図書の品質の維持・向上と分科会３

職員の役割について

千葉県台風15号被害と支援の報告全体会２

サピエと点字図書館の利用ブロック会議

対象者の拡大について

(宣言・決議採択)大会式典

シンポジウム｢ボランティアの養成、全体会３

活躍、連携について考える｣

読書バリアフリー法に“魂を入れる”ために

大会冒頭の基調報告では、竹下から、本年６

月28日に施行された｢視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する法律｣(読書バリアフリー

法)の理念と国の具体的施策(案)を説明。今後

の課題として、公立・学校図書館へのてこ入れ

と点字図書館との連携の強化／サピエへの公的

助成の増額／出版者によるアクセシブルな電子

書籍の販売と電子データの提供(点字図書館等

と原本を購入した視覚障害者等に対して)の働き

かけ／情報端末の入手と操作習得の支援と研究

開発の推進／職員・ボランティアの育成、など

を挙げ、それぞれの問題点を指摘しました。

また、障害者手帳を持たない視覚障害者や読字

障害者などに加えて、今年の１月１日から｢マラ

ケシュ条約｣と｢改正著作権法｣で｢受益者｣(利用

対象者)となった上肢障害者等に対して、サピ

エ図書館や点字図書館の利用拡大を進めるべき

ことを訴えました。(これについては、翌日行

われた全国６ブロックの協議結果をもとに、今後

の進め方を検討していくことになりました ）。

当事者等の意見を受けてサピエの将来を展望

続く分科会では、サービス、点訳、音訳の３グ

ループに分散。サービスの分科会では、｢サピエ

の将来を展望する｣と題したシンポジウムを行

い、視覚障害者、弱視者、盲ろう者の代表と、

高等教育機関における点字教材等の製作団体、

サピエに準じるネットワークを運営する国立国

会図書館の５人から、サピエが所蔵・提供する

図書データやメディア、内容や提供方法等につ

いて率直な意見を聞きました。特に耳に残った

のは、視覚障害当事者の希望するコンテンツの

傾向／ボランティア団体等に対するサピエの年

会費の軽減／テキストデータの有用性とサピエ

への登録の希望／盲ろう者における点字データ

の重要性／視覚障害学生におけるテキストデー

タの利用率の増加／国立国会図書館における学

術文献録音図書製作の一部テキストデータ化開

始、などで、今後、サピエも利用者ニーズに合

わせてさらに展開する必要性が痛感されました。

また、点訳の分科会では｢点訳のてびき 第４

、版｣に基づく研修、音訳の分科会では、図、表

グラフ、イラストなど視覚的資料の的確で分か

りやすい音訳の実習など、いずれも点訳と音訳

の質の向上に向けたプログラムが行われました。

センターのページ
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ボランティア活動の維持、発展を図るために

、大会の最後は、｢ボランティアの養成、活躍

連携をどう進めるか｣と題したシンポジウムで、

点字図書館３館と、全国ネットの音訳ボランティ

ア団体から発表を聴き、意見交換を行いました。

発表した３館は、①６部会 人のボランティ700

アを擁するボランティア団体と館が車の両輪と

して連携・協力、②館主導でボランティアを養

成し、ボランティア活動を調整、③講習会は館

が行うが、修了者は県内の点訳・音訳団体に所属

し、館と協力して活動する、など活動形態が三

者三様。３館ともボランティアの高齢化と漸減

が進む中、さまざまな工夫や努力を重ねながら、

ボランティアの養成を図り、活躍を支援し、より

良い連携に努めている姿が浮き彫りになりました。

一方、音訳ボランティア団体からは、サピエに

登録されている一部の録音図書の質が厳しく批判

され、点字図書館(員)が製作についての意識を

高め、利用者の立場に立ってボランティアと真

摯に向き合うべきことなどが提言されました。

ボランティア活動の維持、発展は最重要の課題

であり、当館においてもボランティアと職員の

連携・協力を今後もさらに進めたいと思います。

(要旨)大会決議

一 視覚障害者等の読書の基盤である｢サピエ｣

が安定的に運営され、さらなる発展を遂げるよう

に、国による運営費の増額と、国と地方公共団体に

よる有効な施策の実施を要望する。

一 視覚障害者等の読書を支えている点訳・音

訳ボランティア活動等が今後も維持されるよう

に、障害者総合支援法で都道府県・市町村の｢任意

事業｣に留められている｢点訳・朗読奉仕員等養成

研修｣事業を｢必須事業｣とすることを要望する。

一 著作権法第37条第３項の権利制限規定に

おける受益者である視覚障害や読字障害のある

人、上肢や眼球運動に障害のある人などの読書が

保障されるよう、公立図書館や学校図書館等の

利用体制の整備を求めるとともに、点字図書館の

利用対象者も障害者手帳を所持する視覚障害者

から著作権法に則って拡大するように要望する。

一 出版者に対して、アクセシブルな 方EPUB

式、あるいは｢デイジー3.0以降｣による電子書籍

の製作・販売を求めるとともに、点字図書館等や

書籍を購入した視覚障害者等に｢電磁的記録｣の提

供を進めるよう要望する。

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2019年9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

9月分完成点字図書

13タイトル52冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

アイルランド革命1913-23

(小関隆) 7冊

点:木村寿子

校:河村牧子 清水浩子

平野 健

閻魔堂沙羅の推理奇譚

(木元哉多) 4冊

点:髙木智佳子

校:G校正 橋詰玲子

患者に学んだ成人型アトピー治療

(佐藤健二) 5冊

点:井上重子 高橋淳子

髙木智佳子 都解節子

校:G校正 高橋世貴子

田中陽子

銀行員が消える日(山田厚史) 3冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝 橋詰玲子

高校用/トレーニングノートα

数学Ⅱ 5冊

点･校:グループα

古文単語キャラ図鑑

(岡本梨奈) 2冊

点:南 佳奈

校:G校正 平野 健

すべてのマンションは廃墟になる

(榊淳司) 3冊

点:松井育子

校:G校正 宗像真李子

戦国僧侶列伝

(日本史史料研究会編) 5冊

点:田中真理子

校:G校正 平野 健

テスト本番TOEIC L&R

そのままプラチナボキャブラリー

(浜崎潤之輔監修) 6冊

点:池田園子 塚本紀子

野村惠美子 福井真由美

本条祐子

点･校:有光美穂 西岡貴美子

感 謝 報 告



- 5 -

感 謝 報 告

中年男ルネッサンス

(田中俊之 他) 2冊

点:岩谷裕子

校:G校正 都解節子

夏井いつきの俳句ことはじめ

(夏井いつき) 2冊

点:生嶋貞夫

校:木村寿子 古本扶美子

奥村純子

ミッションスクールになぜ美人

が多いのか(井上章一 他) 3冊

点:木内孝子

校:辻 志津江 篠原苑子

モンゴル人の中国革命

(楊海英) 5冊

点:辻 志津江

校:G校正 平野 健

  録 音 製 作

9月分完成録音図書

17タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

あの方を斬ったの…それがしです

(長谷川ヨシテル) 7:30

音:河野晃愛

校:外園朝代 酒居よし枝

渡辺一枝

編:辻野玲子

うたかたの城(西野喬) 13:53

音:野村昭子

校:石原英子 宮 清子

伊東晴子

編:寺下千秋

｢宇宙戦艦ヤマト｣をつくった男

西崎義展の狂気

(牧村康正 他) 13:35

音:郡 薫

校:米谷治子 辻野玲子

編:石井ふみ代

帰り遅いけどこんなスープなら

作れそう(有賀薫) 2:12

音:上月直子

校:八十嶋敦子 土井賀津子

編:寺下千秋

画像ではわからないしつこい

腰の痛みを治す本

(井須豊彦監修) 5:34

音:松本紀代

校:橋本万里

瓦版屋権兵衛筆さばき

(飯島一次) 7:21

音:倉富重雄

校:有末 道 山崎千代子

編:岸田素子

奇跡のワイン(弓田亨) 6:33

音:寺下千秋

校:酒居よし枝 土井賀津子

編:佐藤保子

深夜航路(清水浩史) 8:47

音:坪田捷子

校:中澤康子 阪越紀子

編:濵 欣子

漱石と朝日新聞

(山口謡司) 7:04

音:三上 菊

校:佐山敦子 土井賀津子

荒木良子

編:辻野玲子

空を見てますか…８

(池辺晋一郎) 4:42

音:前田元子

校:上田道子 阪本由美子

編:柳本絹子

地方創生“熱中小学校”の

果てしなき挑戦

(滝田誠一郎) 10:43

音:羽淵雅子

校:上田道子 土井賀津子

編:本村英子

内部告発てんまつ記

(松田文夫) 5:04

音:兵頭賢一

校:西村郁子 坂口幸子

編:若槻敬子

並べて包んで焼くだけレシピ

(上田淳子) 1:30

音:川勝美佐子

校:岡村佳子 八田芙未子

編:岩崎千佐子

１ソムリエが語る､新しいNo.

日本酒の味わい方

(田崎真也) 7:47

音:小林万智子

校:佐藤圭子 木村純子

編:古跡眞知子

日本人だけが知らない砂漠の

UAEグローバル大国

(加茂佳彦) 7:21

音:川端真知子

校:桂 公子 米谷治子

阪本由美子

編:小林万智子

マンモスのつくりかた

(B･シャピロ) 11:58

音:長田ひとみ

校:井駒多津子

落語ことば･事柄辞典

(榎本滋民) 22:44

音･校:北川温子 大桑久美子

音:三上 菊

校:佐山敦子 中澤康子

松井喜美代

編:八田芙未子

  プライベート製作

点字図書

大阪府公立高等学校 2019年度

受験用一般(過去問題集) 21冊

(国語)

点:鴻上真理 山根真紀子

校:笹川雅子

(数学)

点･校:足立幸子 古財芳子

大阪YWCA点字子ども図書室

校:澤田祐子

(社会)

点･校:辻野純代 中野龍子

(理科)

点･校:河村牧子 木村寿子

清水浩子

(英語)

点･校:有光美穂 杉島貴子

点:西岡貴美子 野村惠美子

校:坂和員子
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体操･安全安心体力テストKAITEKI

で､めざせ､転倒災害ゼロ! 1冊

点:松井育子 校:G校正

｢金平糖｣第141回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦

校:若林安也子

長寿社会を生きる

(石田一紀 他) 6冊

点:待田敏彦 校:G校正

晴れの国おかやま検定公式参考書

(吉備人出版編集部編) 5冊

点:浜田史子 校:G校正

録音図書

樹林2018年11月号

(Vol.646) 0:57

音:橋本万里 校:松本紀代

  定 期 刊 行 物

2019年10月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:木下正義 西垣泰子

山田一弘 中島小夜子

中島千恵

2019年10月号『読書』

デイジー版 1:07

音:下山とよみ 校:寺下千秋

発送:井川倭文子 板波キミ

宮野興子 並木昌子

2019年10月号『JRニュース』

(交通新聞社編) 3冊

点･校:金曜日グループ

第25号『アミ･ドゥ･ブライユ』

点字版 1冊

点:梶原由美子 鴻上真理

南 佳奈 山根真紀子

『お役立ち目録 ～ アニメと

2019年コミックノベライズ』

10月号

デイジー版 0:12

音:下山とよみ 校:寺下千秋

2019年8月号『子供の科学』

デイジー版 4:35

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

南浦京子 宮 清子 吉田 薫

2019年8月号『サイエンスかわら版』

デイジー版 4:13

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大桑久美子 北川温子 木村純子

濵 欣子 浜本裕子 福島博子

溝渕久美子

2019年9月号『日経パソコン』

デイジー版 5:00

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

2019年10月号『英語よもやま通信』

デイジー版 2:57

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 志水節子 辻本紀枝

中島美穂 中島 睦 西田芳美

西和田惠子 眞津野秀子 山崎千代子

山本 香 脇本登志子

デイジー版『週刊新潮』

◆2019年9月5日号 9:17

今岡松代 岡村勝彦 柏木和子

加藤紀美子 河原眞知子 衣田智恵美

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 西田文子 東浦雅代

久富恭子 兵頭つね子 深津綾子

福田佳代

編:中本和代

◆2019年9月12日号 10:12

畔田文恵 井尻府三重 稲田至功子

上原多美子 長村明子 加藤和夫

上村裕子 川辺洋子 坂本雪枝

阪本由美子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 嶋林茂子 鈴木恵子

高田郁恵 地上博子 寺下千秋

永井憲子 西岡千代子 林 由子

前田元子 増田典子 向髙寿子

山田啓子 山本晴代 吉田典子

和田啓子

編:小森由紀子

◆2019年9月19日号 10:13

天江美佐子 荒木節子 太田貴子

越智真弓子 北村優美子 帰村千恵

髙久俊子 詫摩多美子 寺西竹子

中村洋子 中本和代 成田由起

西村道子 西山トシ子 直場徳宥

橋本明子 橋本佳子 服部秀美

藤澤元子 前田元子 松原和子

柳内登喜子 山下富代 山下 豊

和田文子

編:中本和代

◆2019年9月26日 秋風月増大号

10:42

有川美津子 大久保美弥 大塚しづ子

大森恵子 岡﨑節子 上村裕子

川添美智子 川端砂代子 久下悦子

小池雅子 阪本美紀 坂本雪枝

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

澤田由紀 沢田玲子 嶋津美香

竹内有里 田宮加代 坪田捷子

中地淳子 野村純子 橋村惠子

濵 洋一 兵頭賢一 平田惠美子

前田元子 松浦洋子 森口慶子

八十嶋敦子 山下尚子 湯浅里美

湯川恭子 横山栄子 和田啓子

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｣

デイジー大阪

グループN-BUN
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館内お手伝い   

図書 情報サービス

飯村康志 板波キミ 板谷照美

上田敬子 海上映一 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 西 征子 逸見恵子

堀川由美子 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

◆９月の貸出実績

点字 187tl DAISY 2853tl

テープ 24tl

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

池尻三千子 岩井和美

木原富子 佐藤久子 千徳節子

西村佐世子 新田 優

情報システム

森田敏子

 対面リーディング  

青木幹雄 足立雅子 兄井寿美子

池本滋子 一色和子 伊東晴子

上ノ山禎子 後 恵子 内山扶美代

江口不二子 大坂陽子 大島幸子

大西裕恵 大西順子 大村登子

岡﨑節子 岡﨑博子 奥西規代子

長田志野 越智清光 河内町子

小池雅子 小杉洋子 小山久子

坂本雪枝 佐藤圭子 柴山和子

嶋津豊子 首藤博子 神保克子

鈴木栄二 髙橋真紀 高橋美代子

髙橋由紀江 夛田禮子 田那辺優子

谷崎節子 田伏惠子 辻村 稔

中本由美 長岡彰子 林 久利

弘津千加子 麓 孜子 古木昭子

細井昌子 堀内眞里 前田芳野

増尾明子 待田敏彦 松谷 富子

松田洋子 眞野祥子 宮坂暁子

宮本和子 向井民子 森田 陞

山内紀代子 山下喜美 山田栄利子

9月 利用者12人･63件

ボランティア60人

『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

  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 1st season

第十話 矛盾だらけの死体」

ナレーション:那須由美子

台本制作･編集:阪口雅代

那須由美子 弘津千加子

台本校正:廣野美代子

「釣りバカ日誌17 あとは能登なれ

ハマとなれ!｣

ナレーション:田中千壽子

台本制作･編集:北川富美代

田中千壽子 松永和子

台本校正:廣野美代子

◆上映協力

第7回 盲ろう者ビッグステージ

in OSAKA 2019(9月29日)

｢ヘレンケラー～奇跡の人｣

台本作成協力:那須由美子

  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｡

◆マルチメディアDAISY図書

少年探偵21鉄人Ｑ

DAISY編集:成瀬教子

DAISY校正:森 美恵子 加藤珠子

画像製作:足立佐紀子

えほんこどもにほんご学３

敬語のえほん｢ロックだぜ!

あっ､ロックですよ｣

スキャン･OCR作業:岩井和美

テキスト化:足立佐紀子

森田敏子

DAISY校正:山田理子

画像製作:加藤珠子

音:前川祐子 吉田典子

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【9月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇

上田一裕 木村朱美

阪本敏弘 高田佳直

辻岡恵子 福永智洋

村上栄一 山本 明

和田眞由美

週報:石川昌宏

HP更新:中条正信

  ご 寄 附

池田声の図書

岩本啓子 岸 博実 八田修次

湯川欣晃 匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)



拡大掲示板

藤野高明氏が点字・点訳の重要性を講演

当館点字製作係では、12月14日(土)13時

30分～16時、当館４階会議室で、元大阪市

立盲学校教諭、藤野高明氏の講演会を開催

します。戦災で両手を失った藤野氏が、唇

で点字を読むことにより教育を受け、教員

となり、社会参加した歩みを通して、点字

と点訳の重要性を学びます。参加希望者は、

点字製作係までお申し込みください。

当館と別館の避難階段について

10月11日、秋の避難訓練を行い、当日活動

中のボランティアにご参加いただきました。

当館(日本ライトハウスビル)は2009年、東南

海直下地震に備えて新築したもので、耐震

設計･施工は万全の上、火災時などの避難

階段は各階廊下の北端の防火扉の外、避難

はしごは各階の南東隅の防火扉の外にあり

ます。また図書･情報係(書庫)のあるアル

テビルも新耐震基準をクリアし、阪神大震

災にも損傷を受けなかった建物で、部屋の

入口横と廊下の南端の２ヶ所に避難階段が

あります。一度は避難階段をご確認いただ

きたいと思いますが、屋外階段ですので、

非常時以外は使用しないでください。

グループ が大阪市表彰ONE

大阪市の2019年度地域福祉推進功労者表

彰を、当館で活動する専門点訳・外国語グ

ループのグループ (10人)が受賞しまONE

した。グループ は毎日新聞大阪社会ONE

事業団の第１回専門点訳講習会英語コース

の受講生が1987年に結成。以来32年間、外

国語教材や参考書の点訳を続けています。

ご受賞を共に喜び、讃えたいと思います。

盲導犬ヴィオラが旅立ち

当館の岡本昇職員の盲導犬だったヴィオラ

が10月９日、16歳で亡くなりました。ヴィ

オラは2005年から2012年まで活躍し、引退

後は奈良の引退犬ボランティアの家庭で幸

せな老後を送っていました。現役中、温か

く見守ってくださった皆さんに感謝します。

あ ゆ み
【10月】

３日～４日 全視情協大会(宇都宮市)

９日 見学:草笛会

11日 避難訓練

19日～20日 日本ライトハウス展(全館休館)

25日 わろう座映画体験会｢岳(ガク)｣

見学:長岡京市視覚障害者協会

26日 オープンデー(館内見学日､４人)

予 定
【11月】

２日 一部休室＝録音製作係､メディア製作

センター(３日日曜祝日の振替)

５日 サービス部休室(３日日曜祝日の振替)

７日 Ｖ友の会施設見学会(防災センター)

９日 オープンデー(館内見学日、要予約)

14日 サービスフロアと図書貸出はサービス

休止(在庫・書庫整理日)

【12月】

５日 近畿視情協Ｖ･職員研修会(玉水記念館)

７日 朗読劇｢Helen～ともしびをかかげて｣

(玉水記念館)

キャリアウーマンだった母が数年編 集

前に突然退職し、次に始めたのが後 記

ガイドヘルパーのお仕事でした 「今度、。

日ラ展にガイドで行くねん。会えるかな～ 」。

と聞いていたのに初日は見つからず、ついに

２日目に大盛況の会場で母を発見。携帯

ゲームとテレビドラマにはまっている家の

姿とは違い、昔と同じようにキラキラと

頑張っていました。いつまでも元気で楽しく

働いてほしいものです。(亜)
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