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新年度の音訳講習が４月から開講

2019年度も、当館の点訳・音訳ボランティア

養成講習会を開催します。まず開講するのは、

音訳講習会の(１)と(２)。対象者は、(１)はこ

れから音訳ボランティアを志す方で、(２)は基

礎的な講習を修了済みの方。いずれも毎週火曜

日と水曜日の２コースあり、開講日は４月９日

(火)と10日(水)から７月末まで。時間は、(１)

は13時から14時50分、(２)は15時から16時50分。

受講費用はいずれも7,000円。なお、最終段階

の(３)は５月開講予定。詳しくは、録音製作係

(電話06-6441-1017)へ要項をご請求ください。

また、点訳ボランティア養成講習会は、今年

10月から来年３月まで毎週金曜日開講予定です。

福島県から渡邊寛子先生を招いて講演会

近畿点字研究会では３月20日(水)13時～16時、

当館４階会議室で、福島県立視覚支援学校教諭

渡邊寛子さんの講演｢学ぶ立場から教える立場

へ～点字で開けた第二の人生｣を行います。会

員外は資料代一人300円。参加希望者は３月11

日までにＥメールで｢近点研講演会参加申込｣と

題して、kintenkennews@lighthouse.or.jpまで。

｢第４回広がれ!点字｣を３月23日(土)開催

当館では、点字を使う児童・生徒の教育環境

の改善を目的に、全国の教員を対象にした講演

会とワークショップを開催します。関心のある

方は点字製作係までお問い合わせください。

｢点訳のてびき｣と｢初めての点訳｣改訂出版

日本語点訳の基本テキストである｢点訳のて

びき｣の最新第４版が出版されました。2018年

に改訂された｢日本点字表記法｣と、17年前に発

行された第３版の問題点の見直し結果が反映さ

れています。また、これに合わせて入門用テキ

スト｢初めての点訳 第３版｣が改訂出版されま

した。発行は全視情協。｢点訳のてびき｣は税込

1,512円。｢初めての点訳｣は税込756円。当館

５階サービスフロアなどで販売しています。

３月の休館について

６日(水)＝ボランティア交流会と職員会議の

ため全館休館させていただきます。

21日(木)＝祝日のため全館休館となります。

30日(土)、５階サービス部(用具・機器、対面

リーディング)は棚卸しのため臨時休室します。
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先端的なメディアで、有用な資料、楽しい作品を多数製作

一ツ橋綜合財団のご助成と、50人のボランティアのご尽力で

当館では、先進的な視覚障害者等情報提供事業を進めるために、2005年度から公益財団法人一ツ橋

綜合財団のご助成を頂戴し、マルチメディアデイジー図書や、シネマ・デイジーをはじめとする音声

解説の製作・普及に取り組んでいます。今年度も電子書籍29人、音声解説21人に上るボランティアの

皆様のご尽力により、多様なニーズを持った利用者の方々に、有用な資料と楽しい作品を多数お届け

することができて感謝しています。今年度の主な実績と今後の計画をご報告します。(館長 竹下 亘)

アクセシブルな電子図書113点を提供

視覚障害者をはじめ読書に困難のある人に向

けたアクセシブルな電子書籍の製作では、職員

２人とボランティア29人により、マルチメディ

アデイジー(以下 )の小中学校用教科書11MMD

タイトル、児童書・一般書16タイトル、テキス

トデイジーの実用書54タイトル、個人からのリ

クエストによるテキストデータ化32タイトルの

合計 タイトルを提供しました。113

デジタル教科書は、学校教育法の一部改正に

より、2019年度から小・中・高校等での使用が

認められることになりましたが、国費保障がな

い上、アクセシブルなデータでの提供も保証さ

れていません。そこで、当館など全国23団体で

組織する｢MMD教科書製作団体｣では、文部科学

省や教科書発行者との話し合いを重ね、アクセ

シブルな ( )教科書の採用と安定EPUB DAISY

的な供給体制の実現を求めているところです。

また、児童書については、当館では当初から

子どもたちの就学・就労・生活に役立つ図書を

選書していますが、今年度は特に自然災害が頻

発する中、子どもたちが自ら身を守る方法を学

習できる｢地震がおきたら｣などを 化しMMD

ました。さらに、少年探偵団や小人の冒険シリ

ーズの継続製作は、多くの子どもたちがワクワ

クしながら続編を待っています。これらは、サ

ピエ図書館のほか、当館独自のサーバーからの

ダウンロードサービスを通して、全国の個人や

学校、図書館等に無償で配信しています。

シネマ･デイジー11作品と映画会５回を提供

音声解説事業については、当館では2007年度

から着手し、現在職員２人(一人は兼務)と21人

のボランティアが従事しています。今年度は、

音声だけで映画を楽しむことができるシネマ･

デイジー11作品を製作し、館内でのバリアフリ

ー映画体験会５回(参加者350人余り)を実施した

ほか、当法人主催のヘレン･ケラー女史没後50年

記念事業で行った朗読劇をはじめ、舞台演劇で

の音声解説の普及にも取り組みました。

特にシネマ･デイジーの人気は高まる一方で

す。2014年１月から2018年12月までに製作され、

サピエ図書館にアップされた作品は382、その

内当館の作品は116を占めますが、そのダウン

。ロード数の累計は57万4,496件に上っています

事業による｢音訳教材｣の提供を拡大HyMe
ハ イ ミ ー

当館では2015年から｢専門音訳｣と｢電子書籍｣

技術の統合・発展を目指す 事業を進めHyMe

ていますが、来年度はその一環として、地域の

学校や全国の特別支援学校で学ぶ視覚障害生徒

への音訳教材の提供を広げる計画です。音訳教

材とは、教科書の図・表・写真等、特に視覚的

な資料を視覚障害のある生徒が理解できるよう

に音訳したもので、近年、その必要性が高まっ

ています。

製作に当たっては、当館が開発し、今年度改

修した｢音訳教材データベースシステム｣を活用

するとともに、全国の専門音訳ボランティアの

協力を仰ぎます。ボランティアが音訳した録音

データは、インターネットで｢音訳教材データ

ベースシステム｣に登録され、当館職員がデー

タを確認した上で公開。利用登録した学校や生

徒さんは必要な音訳教材をダウンロードすれば、

画像と音声が同期した簡易マルチメディアデイ

ジー教科書として利用できます。

今後も一ツ橋綜合財団のご支援とボランティ

アの皆様のご協力で、先進的なメディアによる

豊かな情報提供を進めていきたいと思います。

センターのページ
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｢児童点字図書製作グループ｣が35年の活動に幕
１千点近い児童書、児童雑誌などを点字読者に届けて

1984(昭和59)年の発足以来、情報文化セン

ターを拠点に、自主活動グループとして継続し

てきました｢児童点字図書製作グループ｣(児点

図)を、このたび閉会することに致しました。

活動期間35年という長い間、主に児童書を中心

に点訳書製作に関わっていくことが出来たこと

を、会員一同感謝しております。

｢児点図｣は、旧盲人情報文化センター点訳

ボランティアの本田作江さんが指導された大阪

市主催の婦人会館と、朝日新聞カルチャーセン

ターの点訳講習会を修了した有志が点訳活動を

続けるために結成されました。

その活動を振り返ってみると、点字板と点筆

による“手打ち”から始まり、点字タイプライ

ター(ライトブレイラー)による点訳、さらには

パソコンによる点字入力という、点訳機器の

変遷をたどってきたように思います。

点字板による手打ちの時代には、打ち間違い

のために修正が必要となり、その結果、行ずれ

が生じ、何枚も打ち直すこともありました。ま

た打ち直したものをさらに打ち直すこともあり、

その時の苦い経験は今でもよく話題に上ります。

点訳書は、児童書を中心に、古谷豊子さんの
ふるや

発案で児童雑誌の『クレソン』や『ＪＲ時刻

表』(一部抜粋)など定期出版のものも手がけま

した。当初からの記録をみると、児童書の製作

数は800タイトル以上にもなっています。

製本も当初は１冊１冊手作りで、｢手に取っ

てみて温かみを感じるものを｣｢出来れば内容が

想像できるようなものを｣との思いから、表紙

に布地を貼り、アップリケや刺繍、レース編み

などを施し、製本担当者の思いのこもった本も

作成していました。この時に製作した点訳書は

現在、別館(アルテビル)の書庫に一部置いてい

ただき、今なお貸し出されています。(この製

本作業は、パソコン点訳への移行に伴って、残

念ながら、終了することとなりました ）。

会員数は、もっとも多い時で40名以上を数え

児点図の現会員：前列左から上野たき子､平井

孝子､七條スヱ子､大城文恵､片山敏子､平田信子､

後列左から勢喜陽子､中澤和代､三井幸子､若林

安也子､三井順世の皆さん。

ましたが、現在の在籍会員は11名となりました。

私たちは、｢多くの児童書に接することが出

来た｣｢辞書を調べることが苦にならず、知識が

増えた｣｢点訳を通して、多くの方々と知り合え

た｣等、点訳活動を続けてきたことで、貴重で

大切なものをたくさん得ることが出来ました。

そして、児点図が作成した本が｢サピエ図書

館｣を通して多くの方々に利用していただいて

いることを思うと感慨深く、｢長らく続けてき

て良かった!｣と思っています。

けれども、35年間という長い期間が経過し、

会員も高齢となり、少しずつ点訳にも支障が出

てくるようになりました。心から点訳の好きな

者の集まりで、まだまだ続けていきたい気持ち

はありますが、責任のある作業でもあることを

考え、このたびの閉会を決意いたしました。

ここまで長期間活動を続けてこられたのは、

情報文化センターの多くの方々が見守っていて

くださったこと、そして、特に点字製作係の皆

様に色々な面でご配慮、お力添えを頂いたこと

によるものと心から感謝しております。

多くの方々から頂いたご厚意に感謝して閉会

できることを、会員一同幸せに思います。

今後の日本ライトハウス情報文化センターの

ますますのご発展とご活躍を祈念いたします。

本当にありがとうございました。(若林安也子)

ボランティアのページ
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ボランティア保険をご活用ください

当館のボランティアの方は、館の責任でボラ

ンティア保険に加入しています。年度初め(３

月中旬)と毎月中旬更新しています。館内はも

ちろん、ご自宅と当館との往復途上でけがをさ

れた場合も保障の対象になります。万一けがを

された場合は、所属係か３階総務係まで遠慮な

くご連絡ください。また所属の社協や図書館で

掛けておられる場合は、当館で掛ける必要はあ

りませんが、不安な場合はご相談ください。

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1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

1月分完成点字図書

15タイトル37冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

開けられたパンドラの箱

(月刊｢創｣編集部編集) 3冊

点:糸山武博

校:G校正 橋詰玲子

おやすみ､リリー(S･ローリー) 5冊

点:古本扶美子

校:川崎安恵 平野 健

女は｢政治｣に向かないの?

(秋山訓子) 3冊

点:井上重子

校:G校正 橋詰玲子

隠れ大阪人の見つけ方

(なにわクリエイターズ) 1冊

点:清水浩子 校:木村寿子

カンタン!すぐ効く!病気にならない

｢白湯｣健康法(蓮村誠) 2冊

点:川崎安恵 校:古本扶美子

清水浩子 平野 健

心と体に効く温泉

(佐々木政一) 4冊

点:福元悦子 校:平野 健

JRニュース2019年2月号

(交通新聞社編) 3冊

点･校:金曜日グループ

人生は生きがいを探す旅

(日野原重明監修) 2冊

点:雀部喜久子

校:加尾美千子 岡田允子

神仙調舞曲(中島靖子) 1冊

点･校:奥村純子 鴻上真理

前田美代子

1970年大阪万博の時代を歩く

(橋爪紳也) 2冊

点:栗栖 忍

校:G校正 丸山順介

血か､死か､無か?(森博嗣) 4冊

点:山下慧子

校:中川春美 宗像真李子

使い捨てカイロで体をあたためる

すごい!健康法(松原英多) 1冊

点:小原千賀子

校:G校正 八木光子

東京藝術大学 箏曲科用 箏二重奏

瀬音(宮城道雄) 1冊

点･校:奥村純子 鴻上真理

前田美代子

バカロレア幸福論(坂本尚志) 2冊

点:深尾優子

校:G校正 宗像真李子

ビールのペアリングがよくわかる本

(野田幾子監修) 3冊

点:雪岡加奈子

校:G校正 平野 健

  録 音 製 作

1月分完成録音図書

23タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

アンヌ今昔物語

(ひし美ゆり子) 7:15

音:竹下正子 校:胸永幸子

大西祥子 下山とよみ

打ち合わせの天才

(野地秩嘉) 4:49

音:畑 豊弥

校:横山栄子 山本雅子

阪本由美子

編:本村英子

近江商人学入門

(末永国紀) 8:08

音:山中眞理子

校:山口孝代 酒居よし枝

八田芙未子

編:上月直子

お金が貯まる８つの習慣

(大石裕樹) 3:05

音:濵 洋一

校:大西祥子 町田美樹子

編:八田芙未子

遅れ時計の詩人

(涸沢純平) 8:32

音:石原英子

校:野村昭子 久保洋子

松井喜美代

編:荒木良子

家事代行のプロが教えるかしこい

そうじ術(CaSy) 3:41

音:山田喜志子

校:白石里佳 上月直子

土井賀津子

編:川端正子

ゴーストライター論

(神山典士) 6:20

音:立上敦子

校:佐藤保子 野﨑淳子

山崎千代子

編:植田美穂子

感 謝 報 告



- 5 -

感 謝 報 告

仕事で悩んだらねこと働きなさい

(樺木宏) 3:34

音:辻野玲子

校:竹内清子 岩崎千佐子

編:山下富代

新幹線各駅停車こだま酒場紀行

(大竹聡) 7:14

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 松浦洋子

植田美穂子

編:古跡眞知子

そもそも島に進化あり

(川上和人) 11:03

音:竹田佳代

校:目連雅子 久保洋子

本村英子

編:植田美穂子

ダーク・ジェントリー全体論的

探偵事務所(D.アダムス) 12:42

音:上月直子

校:中野靖子 植田美穂子

編:若槻敬子

闘うもやし(飯塚雅俊) 10:10

音:松井喜美代

校:橋本順子 髙岡博子

山崎千代子

編:石井ふみ代

デジタル・タトゥー(河瀬季)

5:53 音:橋本万里

校:松本紀代 坂口幸子

植田美穂子

編:山崎千代子

伝統色で楽しむ日本のくらし

(石田結実監修) 7:20

音:中野靖子

校:岸田素子 八田芙未子

編:上月直子

農業を繋ぐ人たち

(湯川真理子) 7:11

音:水谷和子

校:羽田直美 下山とよみ

編:前田元子

バルトと蕎麦の花

(阪田寛夫) 2:50

音:田中恵子

校:米谷治子 本村英子

編:山口孝代

僕が恋した日本茶のこと

(B･オスカル) 4:35

音:渡瀬尚子

校:金井典子 阪越紀子

編:古跡眞知子

北陸新幹線レボリューション

(藤沢和弘) 8:10

音:柳本絹子

校:矢切素子 酒居よし枝

本村英子

編:荒木良子

まねる力(斎藤孝) 5:13

音:岩井悦子

校:髙室雅子 田中恵子

坂口幸子

編:山崎千代子

３日目のワインがいちばん

おいしい(渡辺良平) 4:08

音:神野千晴

校:藤森容子 大西祥子

山崎千代子

編:前田元子

もう命けずらないで

(日野勝俊) 5:13

音:夛田禮子

校:金井典子 濵名あきよ

岩崎千佐子

編:渡辺一枝

用心棒無名剣[2](いずみ光)

6:26

音:前田綾子

校:伊志峰和代 嶋林茂子

渡辺一枝

編:山崎千代子

リッツ・カールトン｢型｣から

入る仕事術(高野登) 3:14

音:坪田捷子

校:水野順子 本村英子

編:山崎千代子

  プライベート製作

点字図書

A4 １枚（書類） 1冊

点:待田敏彦 校:G校正

遺伝子上(S･ムカジー) 7冊

点:丸山順介 校:G校正

吟詩 Ａその一～その六

(関西吟詩文化協会編) 3冊

点:木村寿子

｢金平糖｣第133回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

土の歌(佐藤真作曲) 1冊

点･校:橋本和代 田中伸子

辻野純代

白杖の詩(竹内平) 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

らくらくリーダー取扱説明書 1冊

点:福元悦子

和歌３首(B5 3枚) 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

録音図書

時報平成29年11月号

(造幣局) 1:24

音･編:岸田素子

はじめの一歩を踏み出そう

(M･E ガーバー) 6:57

音:川辺洋子

校:岩田真智子

編:辻野玲子

  定 期 刊 行 物

2019年2月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:西垣泰子 山田一弘

木下正義 藤原静江

2019年2月号『読書』

デイジー版 1:01

音:下山とよみ 校:寺下千秋

発送:板波キミ 井川倭文子

宮野興子 並木昌子 宮崎ナオヨ

『子供の科学』

デイジー版 2018年12月号 3:52

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 南浦京子 宮 清子

吉田 薫
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『英語よもやま通信』

デイジー版2019年2月号 2:36

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 前田元子 眞津野秀子

山本 香

『日経パソコン』

デイジー版2019年1月号 4:27

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

横山時子

『サイエンスかわら版』

デイジー版 2018年12月号 4:10

音･校･編:情報文化センター

「理数チーム」

大桑久美子 金井典子 北川温子

橋本万里 浜本裕子 福島博子

本村英子

『アミ ドゥ ブライユ』点字版

第21号 1冊

点:梶原由美子 河村牧子

鴻上真理 南 佳奈 山根真紀子

デイジー版『週刊新潮』

2019年1月3日･10日◆

新年特大号 11:25

今岡松代 大島幸枝 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

佐藤圭子 佐藤公平 沢田玲子

嶋林茂子 正田潤子 武市敦子

中村千賀子 中村直美 中本和代

野村美穂子 濵 洋一 東浦雅代

久富恭子 兵頭つね子 弘津千加子

深津綾子 松浦洋子 横山栄子

編:中本和代

2019年1月17日号◆

迎春増大号 10:52

天江美佐子 荒木節子 池田和子

太田貴子 大山節子 岡村勝彦

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

中本和代 中村洋子 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

守田喜久子 柳内登喜子 山下 豊

和田文子

編:中本和代

2019年1月24日号 9:46◆

大島幸枝 大塚しづ子 岡﨑節子

桂 公子 上村裕子 川添美智子

川端砂代子 川端真知子 久下悦子

坂本雪枝 佐藤圭子 佐藤公平

澤井 稔 地福延代 島 美緒

嶋津美香 嶋林茂子 玉置明美

田宮加代 地上博子 坪田捷子

寺下千秋 中地淳子 中村京子

野村純子 橋村惠子 濵 洋一

兵頭賢一 平田惠美子 前田元子

八十嶋敦子 山下尚子 山田啓子

湯浅里美 吉田典子 和田啓子

和田ゆう子

編:古跡眞知子

2019年1月31日号 9:41◆

有川美津子 飯島令子 大塚しづ子

大森恵子 大脇朱美 岡﨑節子

長田志野 上村裕子 川添美智子

川端砂代子 北山真知子 久下悦子

小池雅子 坂田嘉子 佐藤圭子

佐藤公平 澤井 稔 澤田由紀

沢田玲子 嶋津美香 嶋林茂子

竹内有里 坪田捷子 西村道子

橋本順子 兵頭賢一 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 松井喜美代

森口慶子 横山栄子

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

『お役立ち目録 2019年 月号2
～有名人が書いた図書～』

デイジー版 :100

音:下山とよみ 校:寺下千秋

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 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 西 征子

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

◆1月の貸出実績

点字 143tl DAISY 2673tl

テープ 27tl

★1月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

病気のサインは足裏で読む

(前沢香苗)

懐かしのヒットソング大全集

りんごかもしれない

(ヨシタケシンスケ)

江戸のベストセラー

(清丸惠三郎)

【録音図書】

れんげ荘の魔法ごはん

(本田晴巳)

さいなら！Ｃ型肝炎

(オール巨人)

ゆずらない力(高見綾)

夏目漱石『坊っちゃん』を

どう読むか(石原千秋)
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整理 情報サービス

板波キミ 板谷照美

鱗星千恵子

電子書籍

池尻三千子 岩井和美

西村佐世子

情報システム

森田敏子

  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

12歳からの現代思想

スキャン･OCR:岩井和美

テキスト化:山田理子 加藤珠子

画像製作･DAISY編集:加藤珠子

DAISY校正:森田敏子

音:小倉玲子 辻野玲子

◆プライベート製作

脉診流 経絡治療 鹿住ノート

軒原修

◆テキストデータ

視覚障害リハビリテーション第27号

木原富子 佐藤久子

 音 訳 教 材  

Sunshine English Course1

音･校:佐藤宏美 辻本夕美

中学生の地理

音･校:中岡厚子 三原太郎

山科裕子

新編新しい科学1

音･校:佐久間光江 三原太郎

新編新しい科学3

音･校:河井睦子 千場陽子

小倉玲子 辻野玲子

中学社会公民

音･校:宮本亜津佐 矢野淳子

坂口幸子 阪本由美子

｢音訳教材｣は、当館が開発した

音訳教材データベース(視覚障

害児童･生徒のために教科書の

視覚的資料(本文以外の図･表･

写真等)を簡易マルチメディア

デイジーデータで提供するシス

テム。2014～2016年度文科省委

託事業で開発)で提供している

音声教材です。2017年度から運

用を始め、２年間で７タイトル

2300個以上の視覚的資料の｢音

訳教材｣を提供しました。本事

業には、全国11人の視覚的資料

の専門音訳ボランティアの方々

がご協力くださっています。

 対面リーディング  

青木幹雄 秋本直美 池本滋子

伊東晴子 犬塚敬彦 上ノ山禎子

内山扶美代 大坂陽子 大島幸子

大西裕恵 大森恵子 岡﨑節子

奥井秀子 片山紀子 桂 公子

鎌田 潤 神谷考子 河内町子

河上千鶴 栗山豊實 小池雅子

古賀和子 小杉洋子 坂本雪枝

澤井 稔 柴田智美 島 美緒

嶋津豊子 高橋美代子 髙橋由紀江

谷崎節子 田伏惠子 中西淳子

長岡彰子 西川真知子 畠田幹子

林 久利 藤田佳子 二子石知恵

古木昭子 寶田サチヱ 細井昌子

前田芳野 前田元子 増尾明子

増山多惠子 松谷富子 眞野祥子

向井民子 望月 明 森田幸子

山内紀代子 山崎 彰 山下喜美

山田栄利子 米田るみ子

１月 利用者13人 61件

ボランティア56人

『対面リーディング通信』編集

木村謹治 澤井 稔 細井昌子

望月 明

  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

第四話 殺しのファックス｣

ナレーション:廣野美代子

台本制作･編集:尾崎一恵

廣野美代子

｢レンタネコ｣

ナレーション:那須由美子

台本制作･編集:中嶋真弓

那須由美子 廣野美代子

◆上映協力

わろう座映画上映会

｢美女と野獣｣(1月31日)

阪口雅代 鹿津直美

那須由美子 田中千壽子

廣野美代子 弘津千加子

藤井倫子 松永和子

◆製作協力

｢聖の青春｣(録音版パンフレット)

ナレーション:川添美智子

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【1月実績】

HP更新:中条正信

週報:高田佳直

  ご 寄 附

茨木市バラの会

前田裕子 湯川欣晃

(敬称略をご容赦下さい)



当館エントランスの内外壁を補修

当館玄関の内外壁は緑色のパネルで覆わ

れていますが、パネルのつなぎ目のパテが

溶け出し、ふれると汚れる危険が生じまし

たので、パテの詰め替え工事を行いました

(写真下左)。当館ビルも新築から早や10年

を迎え、そろそろ不具合が出てくる時期に

なりました。ビル設備の不備等でお気づき

の点があれば、総務係にお伝えください。

肥後橋交差点横断歩道の改修が進行中

当館前の肥後橋交差点は、利用者と地元

議員のお力添えで、数年前から音響信号機

やエスコートゾーン(横断歩道上に幅40ｃｍ

の点状タイルを貼って、視覚障害者の方を

安全に誘導する鋪装)の整備が進んでいま

す。昨年12月、肥後橋交差点南側・東西の

横断歩道にエスコートゾーン(写真下右)が

新設されたのをはじめ、１月には交差点西

側・南北の横断歩道の音響信号機が付け替

えられました。ただし、東西のエスコート

ゾーンは四ツ橋筋の道路改修のため再度工

事が予定されています。また、南北のエス

コートゾーンはボロボロ剥がれており、貼

り替えを要望しているところです。

総務係の松井友美恵職員が退職

３階総務係の松井友美恵職員が２月10日

付で退職しました。松井職員は接客の一番

手で、庶務やボランティア関係事務の主担

当でした。後任の職員は４月から勤務予定

のため、しばらく行き届かないこともある

と思いますが、どうかご了承ください。

前号｢専門点訳･音訳講習会｣の【お詫び】

記事中、専門音訳グループの一覧から｢古典

チーム｣が洩れていました。お詫びいたし

ます。改めて、現在活動中の専門グループは

点訳＝グループONE(英語等)、グループα

(理数)、アンダンテ(楽譜)、グループ東医

(東洋医学)。音訳＝英語チーム、理数チーム、

東洋医学チーム、パソコンチーム、古典チー

ム、ボイスぷらす(音声解説)等となります。

あ ゆ み

【２月】

16日 オープンデー(館内見学日、５人)

22日 わろう座映画体験会｢釣りバカ日誌16」

予 定

【３月】

５日 ブータン･ヨンテンさん研修(～23日)

５日 ボランティア世話人会

６日 ボランティア交流会(玉水記念館、

全館休館)、職員会議

８日､９日 点訳･音訳体験オープンデー

14日 対面リーディング基礎講習会

23日 第４回広がれ!点字(講演会とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

30日 ５階サービスフロア臨時休室(棚卸し)

私達夫婦の子どもは二人ですが、編 集

今年20回目を迎えるダスキン研修後 記

を担当したお陰で、アジア各国に｢お父さ

んお母さん｣と慕ってくれる“子ども達”

が増えました。今は彼らの再訪を楽しみに

待っているだけですが、いつか彼らを訪ね

て各国を旅したいと夢見ています。(竹)
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