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掲 示 板
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第22回視覚障害者ICTサポート講習会開講

当館では、今年度も毎日新聞大阪社会事業団

助成の元、第22回視覚障害者 サポート･ボラICT

ICTンティア講習会を開講。５月11日(土)の｢

利用最前線｣を皮切りに、利用者と支援者が集

うサロン形式で、来年１月まで10回、最先端の

機器の紹介や実習を行います。今回のプログラ

ムは、点字ディスプレイやデイジープレイヤー、

スマホの基礎や応用、音声解説アプリなど。詳

細は当館のホームページで随時ご案内します。

専門音訳講習会｢小説の読み方｣コース募集中

前号でご紹介した今年度第32回専門講習会

(毎日新聞大阪社会事業団共催)の内、専門音訳

講習会｢小説の読み方｣コースはまだ申込受付中

です。日時は６月４日(火)と７日(金)の２回、

各日10時～15時開催。定員20人。講師は前田綾

子さん。お申し込みは、要項を請求の上、お早

めに当館録音製作係(電話06-6441-1017)まで。

なお、前号で専門音訳｢古典｣コースの開講日

を５月25日～６月29日毎週土曜とお伝えしまし

たが、都合により５月18日(土)から開講し、６月

８日は休ませていただきます。ご了承ください。

｢手で読む 心でさわる やさしい点字｣出版
多数の貴重な写真、親しみやすいイラスト、

分かりやすい説明で点字を総合的に紹介する画

期的な絵本が国土社から出版されました。全６

巻で、第４巻｢点字を支える人びと｣には当館の

奥野真里職員と点字製作係の紹介など。第６巻

｢点字を生み出した人びと｣には当法人の創業者

岩橋武夫の紹介などが載っています。１巻3,500

円(税別)。当館３階の｢ボランティア友の会文

庫｣(資料庫)に所蔵し、当館のボランティアに

は貸し出しますので、ぜひ一度ご覧ください。

チャリティコンサートにご協力ください
６月16日(日)に開催する当法人の第37回チャ

リティコンサートのチラシを同封しますので、

ぜひご覧ください。チケットは当館３階総務係

か募金事業部(電話06-6968-1030)までどうぞ。

(月)は休館４月28日(日)～５月６日
祝日法の規定により９連休となります。大変

ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

の案内記事を３頁に掲載しま｢ガイド体験会｣
した。未体験の方に、ぜひ参加をお勧めします。
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製作･所蔵、貸出･サピエ利用、対面ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞで全国に誇る実績

2018年度の事業実績の集計から

当館では毎年４月、前年度の製作・サービスの実績を集計していますが、この程、2018年度(2018年

４月～2019年３月末)の統計がまとまりました。お陰様で、前年度も540人に上るボランティアの皆

様のご協力により、大阪をはじめ全国の利用者に多数の図書を製作し、さまざまなサービスを提供

することができました。皆様への感謝を込めて、主な実績をご紹介いたします。(館長 竹下 亘)

人１年間の新しい利用登録者は116

利用登録者の合計は5,014人(大阪市1,985人、

府1,777人、その他1,252人)に達しました。特

に注目されるのは、新たに利用登録された方々

の数で、１年間で116人(市52人、府58人、その

他６人)に上りました。中高年の中途視覚障害

者が増える中、当館のサービスの利用者も年々

確実に増え続けています。

１年間で１千タイトル以上の図書を製作

蔵書 Ｐ 雑誌 教科書

点字 276[245] 77[74] 30[ 30] 231[133]

録音 179[220] 60[44] 148[149] 5[ 0]

電子 71[ 71] 19[12] -- 11[ 8]

※単位はタイトル数。Ｐは｢プライベート製作｣(個人

の依頼に応えての個別製作)。[ ]内の数字は

2017年度。録音の蔵書には、シネマデイジー11

タイトル[11]を含む。

当館のボランティアが作る図書の製作数は、

年間合計１千タイトル以上で、全国でも抜きん

出ています。しかも専門書や図表等を含む資料

の割合が多いため、さらに高い価値があります。

書庫は２万８千タイトルの図書で満杯

館内所蔵数

タイトル数 冊数、枚・巻数

点字 10,181[ 9,927] 37,034[36,651]

DAISY 18,300[17,560] 35,233[34,357]

サピエ図書館の登録タイトル数

点字 6,647[6,361]

DAISY 5,422[5,064]

電子 333[ 301]

当館別館(図書・情報係)の書庫は常に満杯の

ため、蔵書は印刷・複製可能な図書を中心に毎

月整理して、極力増えないように抑えています。

一方、サピエ図書館に登録する図書は増え続け

ています。サピエ図書館全体に占める割合も４

％を超え、全国370ヶ所に上る点字図書館や公

共図書館、視覚特別支援学校等と、１万６千人

を超える個人利用者に直接、利用されています。

郵送貸出の漸減とサピエ利用の促進

郵送借出数(冊･枚･巻) 図書・雑誌の内訳

点字 10,036[10,546] 区別無し

DAISY 94,826[73,630] 図書51,748[54,727]

雑誌43,078[18,903]

テープ 4,495[ 5,360] 図書 4,183[ 4,925]

雑誌 312[ 435]

サピエ図書館からのダウンロード数

点字 23,694[ 30,918]

録音 205,237[197,676]

電子 3,561[ 3,988]

年間の郵送貸出数は11万冊･枚･巻と非常に大

量ですが、全体的には漸減傾向です(デイジー

図書の貸出が急増したのは、雑誌貸出の算出方

法を精査し、修正した結果)。一方、サピエ図

書館からの図書のダウンロード数は次第に増え、

全体の６％に近づいています。これは当館新館

開館後の目標でもあり、今後も郵送貸出を維持

しつつサピエ利用を促進したいと考えています。

対面リーディングの利用件数は全国１位

利用件数 延時間数

対面Ｒ 788[ 691] 1,574[1,382]

当館の対面リーディングサービスは1979年、

｢盲人情報文化センター｣の開館以来、全国で断

然１位の利用数が続いています。対面リーディ

ングとは、迅速・タイムリーに、必要な文字資

料の“読み書き”を提供するサービスであり、

これも当館のサービスを支える主要な柱です。

センターのページ
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ボランティア友の会世話人会からのご案内と、館からのお知らせ

ガイド体験会～サポートの基本の｢き｣

ボランティア友の会では、世話人会が中心に

なって年３回の行事を行っていますが、今年度

最初の行事｢ガイド体験会｣が５月に行われます。

今回のガイド体験会は 『見えない・見えに、

くい人へのサポート 基本の｢き｣』と題して、

｢見えない・見えにくいってどんなこと？｣から

始まり、ガイドやコミュニケーションの方法な

ど、視覚障害者の方と出会った時に役立つ情報

や実技を楽しく身につけていただきます。当館

でボランティアをされている方は、ぜひ一度ご

参加ください。

日時 ５月23日(木)13時00分～15時30分

場所 当館４階会議室、当館周辺(実習)

講師 花田潤子(当館サービス部職員)他

申込 ３階総務係(電話06-6441-0015）

申込締切 ５月21日(火) ※先着20人で締切

2019年度の新世話人会が始動

３月のボランティア友の会総会で選ばれた新

しいメンバーによる初めての世話人会が３月28

日開かれました。これから２ヶ月に１回会合を

開き、館との情報・意見交換や、年間３回予定

されている友の会主催行事の検討・準備などに

当たっていただきます。世話人会当日の記念写

真を掲載しますので、皆さんの代表としてご支

援とご協力をお願いいたします。

前列左から三原佳子(録音、会計)、小泉憲一

(点字、書記)、川添美智子(音声解説、代表)、

小林弘子(図書・情報、会計監査)。

後列左から池本滋子(対面)、笠松幸彦(電子

書籍)、奥幸子(録音)、松谷富子(対面)、鴻上

真理(点字)、植田美穂子(録音)。

｢警報｣発表時の当館休止規定

今年もあっという間に初夏が近づいてきまし

た。この季節になると、昨年６月から９月にか

けて相次いだ地震、豪雨、台風の被害が頭をよ

ぎります。今年は平穏に過ぎることを願います

が、念のため、｢警報｣発表時の当館の休止規定

をお伝えしますので、ご確認をお願いします。

当館では、大阪市内に｢暴風警報｣か｢特別

警報｣が出た場合、以下のように｢館内サー

ビス｣とボランティア活動を休止します(職

員は可能な限り出勤し業務を行います)。

①午前７時現在、大阪市内に暴風警報か特

別警報が出ている場合＝午後１時まで休止

②午前10時現在、出ている場合＝全日休止

③午前10時以降に出た場合＝出た時点で休止

④その他、館長が危険と判断した場合は休館

することがある。

なお、上記の規定に当てはまらない急な災

害が起きた場合は、来館前に当館のホーム

ページをご覧いただくか、電話でお問い合

わせ下さるようにお願いします。

http:/ /www.lighthouse.or. jp/iccb/

代表電話 (非常時には可能な06-6441-0015

限り、留守電で情報を流します)

｢ボランティア友の会文庫｣をご利用下さい

当館３階の書庫には、2009年の新館開館を記

念して、ボランティア友の会から毎年助成をい

ただいている｢ボランティア友の会文庫｣を含め、

視覚障害者の著書や視覚障害関係の専門書、マ

ニュアルなど1,000冊余りの活字書籍がありま

す。閲覧は３階職員に声をかけて、ご自由にご

覧ください。貸出は以下のようにお願いします。

利用時間 火～土曜日の10時から17時

貸出対象 当館の登録ボランティア(原則)

貸出冊数 お一人３冊まで

貸出期間 貸出日から２週間

貸出方法 ３階総務係で、｢貸出カード｣に

氏名と連絡先のご記入をお願いします。

ボランティアのページ
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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2019年3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

3月分完成点字図書

23タイトル78冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

明日ともだちに話したくなる野菜

の話(稲垣栄洋監修) 1冊

点:古本扶美子

校:川崎安恵 平野 健

江戸｢仕事人｣案内(岡村直樹) 4冊

点:本条祐子

校:G校正 丸山順介

外国人から日本についてよく

聞かれる質問200

(森田正康 他) 5冊

点･校:有光美穂 杉島貴子

西岡貴美子 校:坂和員子

キネマ探偵カレイドミステリー

２(斜線堂有紀) 3冊

点:松下柳子

校:渡辺節子 橋詰玲子

クマ問題を考える(田口洋美) 4冊

点:平林隆雄

校:G校正 平野 健

これで落語がわかる(京須偕充)

5冊 点:黒堀比佐子

校:G校正 橋詰玲子

咲き定まりて(清野恵里子) 5冊

点:西尾純子

校:G校正 平野 健

10代に語る平成史(後藤謙次) 4冊

点:中沢由美子 校:河村牧子

木村寿子 岡田允子

寿命の９割は｢便｣で決まる

(中島淳) 3冊

点:安井良恵

校:G校正 平野 健

手話の歴史上(H･レイン) 7冊

点:鴻上真理 西山和子

校:G校正 福元悦子

手話の歴史下(H･レイン) 7冊

点:松井育子 浜田史子

校:G校正 福元悦子

セトウツミ１(此元和津也) 1冊

点:福井真由美

校:G校正 都解節子

｢だけ｣レシピ(市瀬悦子) 1冊

点:中西智子

校:宗像真李子 浦田登志子

岡田允子

土の科学(久馬一剛) 3冊

点:福元悦子 校:平野 健

ドイツ人が教えてくれたストレス

を溜めない生き方

(久保田由希) 2冊

点:橋本和代

校:G校正 平野 健

｢墓じまい｣の結末(森下瑞堂) 2冊

点:細見康子

校:G校正 都解節子

ハゲを着こなす(松本圭司) 2冊

点:松本稔子

校:G校正 平野 健

浸して漬けて｢作りおき｣

(今泉久美) 2冊

点:古林敬子

校:G校正 宗像真李子

ピンコロカルタ(横浜のえる) 1冊

点:高橋淳子

校:G校正 平野 健

｢民族｣で読み解く世界史

(宇山卓栄) 4冊

点:南 佳奈

校:G校正 平野 健

ライト兄弟(D･マカルー) 9冊

点:小林陽子

校:G校正 平野 健

わたしはよろこんで歳をとりたい

(イェルク・ツィンク) 1冊

点:浦田登志子

校:加尾美千子 岡田允子

｢笑いの力｣で人生はうまくいく

(植西聡) 2冊

点:岩谷裕子

校:安井良恵 平野 健

  録 音 製 作

3月分完成録音図書

15タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

アティカス､冒険と人生をくれた犬

(T･ライアン) 14:14

音:山口和葉

校:久保洋子 米谷治子

辻野玲子 編:山崎千代子

医者が考案した｢長生きみそ汁｣

(小林弘幸) 3:48

音:荒木節子

校:松浦洋子 土井賀津子

編:八田芙未子

血圧サージに殺されない50の方法

(島田和幸) 3:28

音:佐山敦子

校:三上 菊 小林万智子

伊東晴子

編:川端正子

小泉進次郎と福田達夫

(田崎史郎 他) 8:04

音:橋村惠子

校:上田道子 前田元子

編:山崎千代子

広告をやめた企業は､どうやって

売り上げをあげているのか。

(太田滋) 4:43

音:奥 幸子

校:土井賀津子 夛田禮子

編:八田芙未子

情熱は磁石だ(荒井秀樹) 5:12

音:鈴木惠子

校:荒木節子 町田美樹子

編:若槻敬子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

世界に｢かゆい｣がなくなる日

(柿木隆介) 4:28

音:竹内清子

校:鈴木ますみ 山崎千代子

編:前田元子

1933年を聴く(斎藤桂) 7:42

音:谷口伊都子

校:山口孝代 岩井悦子

米谷治子 久保洋子

編:植田美穂子

築地市場のセリ人が教える旬の

野菜(田村善男) 7:00

音:森口慶子

校:佐藤圭子 中澤康子

吉田典子

編:岩崎千佐子

パクリ商標(新井信昭) 5:48

音:岩田真智子

校:川辺洋子 岡村佳子

北川温子

編:荒木良子

日本一(ひのもといち)の商人

(誉田竜一) 5:44

音:阪本由美子

校:土井賀津子 町田美樹子

編:山崎千代子

不屈(陳光誠) 21:26

音:栗本慶子

校:桃井輝子 上田道子

本村英子

編:山崎千代子

｢明治礼賛｣の正体(斎藤貴男)

3:03

音:岩田真智子

校:川辺洋子 岡村佳子

辻野玲子

編:山崎千代子

ものの見方が変わる座右の寓話

(戸田智弘) 8:00

音:八十嶋敦子

校:三原佳子 吉田典子

編:辻野玲子

臨床というもの2(藤本蓮風) 3:02

音:壁谷岑子

校:久保洋子 桂 公子

夛田禮子 三上 菊

編:浜本裕子

2018年度国立国会図書館

学術文献録音図書

2018年度も83人に及ぶ録音

ボランティアの皆様の骨身を

削るようなご尽力によって、

音訳至難な専門書21冊(全694

時間11分)を録音することが

出来ました。完成図書の書名

と製作に従事された皆様のお

名前を掲載して、お礼に代え

させていただきます。まこと

にありがとうございました。

完成図書一覧

国立国会図書館製作学術文献

録音図書目録 2017

本居宣長全集 第10巻

日本庶民生活史料集成 第7巻

ケースで学ぶ理学療法臨床思考

臨床診断ホップステップジャンプ

ジストニアのすべて

著作権法コンメンタール 3

モーターコントロール

遺伝情報の法理論

岩波講座日本歴史 第5巻

岩波講座日本歴史 第6巻

氷壁に刻む

三遊亭円朝全集 1

三遊亭円朝全集 2

障害のある先生たち=School

Teachers With Disability

岩波講座日本歴史 第7巻

岩波講座日本歴史 第8巻

岩波講座日本歴史 第9巻

鍼灸仮名読十四經治法

眼瞼けいれん診療ガイドライン

眼球使用困難症候群としての

眼瞼痙攣

学術文献録音図書従事者

荒木良子 有末 道 飯村紀子

石原英子 井駒多津子 伊東晴子

岩谷友子 植田美穂子 遠藤敬子

大坂陽子 大桑久美子 岡 香代子

小倉玲子 片岡珠子 桂 公子

金井典子 川端真知子 河原眞知子

北川温子 木村純子 久保洋子

上月直子 小林幸子 米谷治子

小森佳津子 坂口幸子 阪本由美子

佐々木マス子 佐藤圭子 澤田和代

下山とよみ 白石里佳 高梨智子

髙室雅子 竹下正子 竹田佳代

夛田禮子 谷澤耀子 田宮恭子

辻野玲子 寺下千秋 寺田美枝子

杼村明子 鳥山正彦 中澤康子

長田ひとみ 那須由美子 西田芳美

西村郁子 二宮真里 野崎淳子

橋村恵子 橋本順子 橋本万里

濵 欣子 濵名あきよ 浜本裕子

板東由美子 東 佳子 福島博子

外園朝代 前川祐子 前田元子

町田美樹子 松井喜美代 松浦洋子

松本紀代 三上 菊 水野順子

溝渕久美子 宮 清子 胸永幸子

目連雅子 本村英子 矢切素子

柳本絹子 山口孝代 山田喜志子

山中真理子 山本雅子 吉川順子

吉田典子 渡辺周子

  プライベート製作

点字図書

エブリスタディ2017年9月号 4冊

点:松井育子 数学グループ

校:数学グループ 野村惠美子

録音図書

圧力鍋取扱説明書(ほか計5点)

0:37 音･編:坪田捷子

激動の時代を生きて

(鴨井慶雄) 7:52

音･編:辻本夕美

タイ怪人紀行(ゲッツ板谷) 8:16

音･編:植田美穂子

〈盗作〉の文学史(栗原裕一郎)

17:12 音･編:植田美穂子

話せばわかる上(山陽新聞社編)

13:23 音･編:髙橋由紀江

話せばわかる下(山陽新聞社編)

14:04 音･編:髙橋由紀江
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MASTERCUT MM56 取扱説明書ほか

計3点(MICHIBA KITCHEN PRODUCT)

1:45 音･編:坪田捷子

耳の傾け方(松木邦裕) 7:28

音･編:辻野玲子

ル･シュクレクールのパン

(岩永歩) 7:31

音･編:川添美智子

  定 期 刊 行 物

2019年4月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:西垣泰子 木下正義 山田一弘

中島千恵

2019年4月号『読書』

デイジー版 1:06

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 2019年2月号 3:38

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

『サイエンスかわら版』

デイジー版 2019年2月号 3:56

音･校･編:情報文化センター

「理数チーム」

大桑久美子 大屋敦子 濵 欣子

濵名あきよ 溝渕久美子 山本雅子

『英語よもやま通信』

デイジー版2019年4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 眞津野秀子 山本 香

脇本登志子

『お役立ち目録 2019年4月号

～桜～』

デイジー版 0:12

音:下山とよみ 校:寺下千秋

『アミ ドゥ ブライユ』第22号

点字版 1冊

点:河村牧子 清水浩子

濱田恵美 古林敬子

『JRニュース』2019年４月号

点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

デイジー版『週刊新潮』

2019月年3月7日号 9:03◆

今岡松代 岡村勝彦 加藤紀美子

上田啓子 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

兵頭つね子 深津綾子 福田佳代

編:中本和代

2019年3月14日号 10:08◆

飯島令子 井尻府三重 上原多美子

大島幸枝 大橋恵子 岡﨑節子

長村明子 加藤和夫 上村裕子

坂本雪枝 佐藤公平 沢田玲子

澤井 稔 竹内有里 永井憲子

濵 洋一 林 由子 兵頭賢一

平野さち 古川京子 向髙寿子

山下尚子 山本スズ子 山本晴代

吉田典子

編:小森由紀子

2019年3月21日号 9：57◆

天江美佐子 荒木節子 池田和子

太田貴子 大山節子 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 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 橋本佳子

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 大和澄子 和田文子

編:中本和代

2019年3月28日号 9：34◆

有川美津子 大島幸枝 大塚しづ子

大森恵子 岡﨑節子 長田志野

上村裕子 川添美智子 川端砂代子

久下悦子 坂田嘉子 坂本雪枝

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 嶋津美香 嶋林茂子

髙田雅子 玉置明美 田宮加代

坪田捷子 中地淳子 橋村惠子

濵 洋一 濵 欣子 兵頭賢一

平田惠美子 弘津千加子 前田元子

松浦洋子 森口慶子 湯浅里美

横山栄子 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

『日経パソコン』

デイジー版2019年3月号 4:33

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 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 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

感 謝 報 告



- 7 -

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

逸見恵子 宮嶋昌代 宮野興子

森本益子 若槻敬子

［茨木市バラの会］

片倉康子 堂 晴美

◆3月の貸出実績

点字 190tl DAISY 3033tl

テープ 36tl

★3月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

おそロシアに行ってきた

(嵐よういち)

外来語辞典(現代語研究会編)

行商人に憧れて,ロバとモロッコ

を1000ｋｍ歩いた男の冒険

(春間豪太郎)

習近平帝国の暗号2035

(中沢克二)

【録音図書】

用心棒無名剣2 旗本斬り

(いずみ光)

用心棒無名剣 だんだら染

(いずみ光)

吉良の白髪(福岡薫)

なにわの事もゆめの又ゆめ

(北川央)

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

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  

秋本直美 兄井寿美子 犬塚敬彦

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

大西順子 岡﨑節子 奥井秀子

奥西規代子 片岡珠子 片山紀子

桂 公子 鎌田 潤 河内町子

河上千鶴 川野 博 木村啓子

栗山豊實 小池雅子 香西麻里子

古賀和子 小杉洋子 小林万智子

小山妙美 佐々木マス子 澤井 稔

島 美緒 嶋津豊子 首藤博子

神保克子 高橋美代子 髙橋由紀江

田那辺優子 田伏惠子 千原加容子

津村香順 長岡彰子 奈良典子

西川真知子 直場徳宥 畠田幹子

林 久利 藤田佳子 二子石知恵

麓 孜子 古木昭子 寶田サチヱ

細井昌子 本荘一子 前田芳野

増尾明子 増山多惠子 待田敏彦

眞野祥子 三好充子 森田幸子

山内紀代子 山下喜美 山田栄利子

横山栄子

３月 利用者14人 68件

ボランティア64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

  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｡

◆テキストデータ

視覚障害者リハビリテーション26号

西田恵美子 新田 優 佐藤久子

視覚障害者リハビリテーション28号

佐藤久子 木原富子

◆プライベート製作

｢超旋刺と臨床のツボ｣

中川幸子

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ・デイジー

｢海猿｣

ﾅﾚｰｼｮﾝ･台本制作･編集:阪口雅代

台本制作･編集:中村京子

西川真知子

編集校正:那須由美子

PRS編集:松原博

｢失楽園｣

ﾅﾚｰｼｮﾝ･台本制作:竹田佳代

台本校正:廣野美代子

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【2月実績】

2月ICTサロン:石川昌宏 伊藤 勇

原木 眞

例会:石川昌宏 伊藤 勇

上田一裕 木村朱美

原木 眞 村上栄一

訪問:三輪彰宏 村上栄一

HP更新:中条正信

週報:高田佳直

  ご 寄 附

大阪放送(株)ラジオチャリティ

ミュージックソン

ガールスカウト奈良県第30団

児童点字図書製作グループ(児点図)

親切会関西支部

上ノ山禎子 岡田允子 北山さくら

浜本裕子 松本公丹子 湯川欣晃2件

若松ひろみ 和田忠臣 匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)

ガールスカウト奈良県第30団

ブラウニー部門(8～9歳)の皆

さん６人は『アミ･ドゥ･ブラ

イユ』発行費用のため街頭で

募金活動をしてくれました｡

心からお礼申し上げます。

感 謝 報 告



厚生労働省からサピエサポートを受託

当館では、2010年のサピエ誕生以来、全

視情協から｢サピエサポートセンター｣を受

託し、視覚障害者などのサピエ利用を支援

してきました。一方、全視情協では、会員

の管理事務を行うため当館３階に｢サピエ

事務局｣を置き、西井敦子職員が勤務して

来ました。両事業の予算は全視情協の負担

でしたが、公的補助が実現し、今年度から

両事業が厚労省から当館に委託されること

になりました。業務内容はこれまで通りで

すが、西井職員が全視情協から当法人の職

員になるなど、サピエ運営における当館の

責任と役割はいや増すことになります。

音訳Ｖ養成講習会が合計62人で開講

今年度の音訳ボランティア養成講習会の

(１)と(２)各２クラスが４月上旬に開講。

受講者は(１)36人、(２)26人で、合計62人

に上りました。皆さんの研鑽を期待します。

バリアフリー2019に過去最多21社が出展

４月18～20日、インテックス大阪で開か

れた西日本最大規模の福祉機器展｢バリア

フリー2019｣で、当館は今年も｢目の見えな

い方･見えにくい方の展示コーナー｣を開催

しました。今回は過去最多の21社が出展。

白杖や点字器、音声時計など定番の用具に

加え、今注目のメガネ型の情報機器も各種

出品され、会場は３日間大賑わいとなりま

した。点字製作係のボランティアにお手伝

いいただいた点字名刺体験コーナーも人気

を集め、視覚障害者への理解を広げること

ができ、意義深い催事となりました。

◆点字名刺体験コーナーの協力者(敬称略)

生島貞夫 岩本幸子 大安徹雄 木内孝子

木虎真紀 小泉憲一 永藪直子 西田惠美子

林 季子 深尾優子 松本稔子

前月４月号４頁のボランティア友【訂正】

の会2018年度活動報告中、次の行事の曜日

が誤っていました。お詫びして訂正します。

３月８日(木) ボランティア交流会･総会

５月29日(火) ガイド体験会

あ ゆ み

【４月】

13日 オープンデー(館内見学日､４人)

16日･17日 音訳Ｖ養成講習会(1)(2)開講

17日 見学:エジプト国立図書館関係者

18日～20日 バリアフリー展(ｲﾝﾃｯｸｽ大阪)

24日 自衛消防訓練

予 定

【５月】

９日 ボランティア友の会世話人会

９･10日 専門点訳｢点訳のてびき｣１回目

11日 ICTサロン開講～ICT利用最前線

オープンデー(館内見学日､要予約)

アミ･ドゥ･ブライユ読者交流会(東京､

奥野､久保田､岡田､稲田)

15日 専門音訳講習会図表コース開講

16日 音訳Ｖ養成講習会(3)開講

18日 専門音訳講習会古典コース開講

29･30日 専門点訳｢点訳のてびき｣２回目

31日 わろう座映画会｢バースデーカード｣

５月の第２日曜日は母の日。母の編 集

、後 記 日と言えばカーネーションですが

花言葉の｢愛｣は色によって色々かわります。

赤は母の愛、熱烈な愛。ピンクは感謝、温

かい心。クールなお母さんには紫色、花言

葉は誇り、気品です。黄色は軽蔑、嫉妬な

どネガティブなので避けた方がいいそうで

す。ただし、お母さんが黄色が好きという

ことであればいいようです。白色は尊敬、

純潔の愛、亡き母へ贈るそうですが、今年

の母の日には、天国の母にピンク色のカー

ネーションを贈ろうと思います （い）。

2019年５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
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大阪市西区江戸堀1-13-2(〒550-0002)住 所

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