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掲 示 板

2019

7月号

夏に向けてチャリティグッズ入荷

ドライＴシャツやドリンクボトルなど、夏ら

しい盲導犬チャリティグッズが多数入荷しまし

た。ご来館の際は当館３階でぜひご覧ください。

写真左:ドリンクボトル500ml。1,200円。

。写真右:ドライＴシャツ(写真は背面)。2,000円

他にもフェイスタオル、ショルダーバッグ、

マスコットキーホルダー、文房具などが人気で

す。通信販売をご希望の場合は、盲導犬訓練所

(電話0721-72-0914)にお申込みください。

日本ライトハウス展を10月19日・20日開催

当館では、今年も西日本最大級の視覚障害者

用具・機器展｢日本ライトハウス展～全国ロー

ビジョンフェア2019｣(読売光と愛の事業団共

催)を10月19日(土)･20日(日)の２日間、難波御

堂筋ホールで開催します。約45社が出展し、今

注目の各種メガネ型情報機器をはじめ、音声や

触覚、見やすい表示などで使いやすい生活用品、

本や書類を拡大したり音声で読み上げる読書器、

白杖や点字機器などを展示、一部販売します。

会場は、大阪メトロ御堂筋線なんば駅中改札か

ら地下通路直結で徒歩１分。出展内容を詳しく

紹介した｢ガイドブック｣(点字、音声デイジー、

大きめの活字、Ｅメール版)を無料でお送りし

ます(発送は10月初旬)。ガイドブックの申込み

は、電話06-6441-0039のサービス部までどうぞ。

７月の休館について

※下記のいずれの日も３階総務係と４階会議

室は開室します。

【図書貸出】

７月２日(火)～４日(木)＝サピエ改修のため

【館内のボランティア活動】

７月13日(土)＝15日月曜指定祝日の振替休館

※８階点字製作係のみ開室します。

【５階サービスフロア、図書貸出】

７月11日(第２木曜)＝書庫・在庫整理日

７月16日(火)＝15日月曜指定祝日の振替休館
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38人の利用者に、年間788件の“読み書き”をサポート

2018年度も全国１位の対面リーディングサービスを提供

当館の図書館サービスは、点字・録音・電子書籍の製作・貸出・提供とともに、製作されていない

書籍や急いで読む必要のある資料を、ボランティアが館内５室の専用スタジオで“読み書き”する

対面リーディングによって支えられています。昨年度は、119人のボランティアの皆様のご協力により、

38人の利用者の方々に、合計788件(１回２時間)の読み書きサービスを提供しました。全国の点字図

書館で対面朗読(読書)を実施しているのは、2017年度の調査で、84館中57館、合計4,059件に過ぎず、

当館の利用(提供)数は常に全国１位です。当館図書･情報係がまとめた2018年度の実績をご紹介します。

利用(提供)件数は、利用件数・利用者数

近年伸び続けており、2018年度は前年度に比べ

て97件増の788件に達しました。また実利用者

は38人で、前年度より４人増えました。

右表と下のグラフの通り、分類別利用状況

分類別で最も利用が多かったのは６年連続｢文

、学｣で、前年度と同じ29％を占めました。一方

｢伝記･歴史･地理｣の利用が前年度の4.6％から

９％、｢総合雑誌｣が2.4％から６％に増加しま

した。また資格取得に向け定期的な利用が入っ

たため、資格試験の割合が前年度の２倍になり、

同時に医学系の割合も増加しています。
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2018年度 分類別利用件数の割合

分類別の利用件数と利用順位

１回の利用で複数の資料を利用される場合も

あるため、下表の合計件数は、利用件数を上回

っていますが、利用内容が様々な専門分野に渡

り、代筆やコンピュータの利用補助など“目

の代わり”のサービスも１割を超えています。

年 度分類 内容と利用順位

(行頭の○数字は順位) 2017 2018

②新聞 192 198新聞･

⑥総合雑誌 25 75雑誌

鉄道雑誌・時刻表等 1 1

スポーツ・スポーツ誌 11 11

哲学･心理学･宗教 7 19人文･

③伝記･歴史･地理(旅行ガイ 47 111地歴･

ド含む)哲学･

⑤社会科学(社会福祉･政経･ 69 79社会

株式)

芸術一般･芸能･音楽(楽譜等) 19 31文学･

①文学・エッセイ 320 310芸術

短歌・俳句・川柳・詩 1 0

⑩東洋医学 38 47科学･

西洋医学 7 21医学･

数学･科学･物理･生物ほか 0 3技術

工学(コンピュータ･無線等) 0 5

資格試験問題 11 27資格･

④語学(英会話･TOEIC等)･ 93 87検定･

外国語語学

家事･育児･料理 4 3生活

各種取扱説明書 4 4一般

⑨チラシ･手紙･ＤＭ･パンフ 45 54

⑧代筆 64 60その他

⑦コンピュータ補助(データ 52 67

修正等)

その他 4 8

1014 1221合 計

センターのページ
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利用者のニーズやサービスの課題に大きな気づき
近畿視情協の2019年度総会・研修会に参加して

近畿視情協(近畿視覚障害者情報サービス研究協議会)は、当館を含め関西の点字図書館と公共図

書館等41施設・団体が参加し、45年間に亘り、図書目録の共有・発行や職員・ボランティアの研修

などを進めている全国でも希なネットワーク組織です。その今年度総会研修会が６月６日、当館で

開かれ、｢平成30年間の障害者サービスの歩みとこれからめざすもの｣と題して、公共図書館の視覚

障害司書として全国的に活躍する枚方市立中央図書館の服部敦司氏と、大阪府立中央図書館の杉田

正幸氏らが講演を行いました。今年度、近畿視情協の録音委員会委員長を務める当館録音製作係の

内藤流津が両氏の講演を聴いて受けた衝撃と、気づかされたことについてご報告します。

障害者サービスという枠を打ち破るには?!

服部氏は、ちょうど30年前から勤務した枚方

市立図書館での歩みと、｢なごや会｣(公共図書

館で働く視覚障害職員の会)や近畿視情協事務

局長としての取り組みを振り返られました。私

が衝撃を受けたのは、講演の後半で｢なぜ公共

図書館で貸し出す資料を作らなければならない

のか｣｢法制度の整備によって障害者用図書の出

版が定着するか｣｢どうすれば障害者サービスと

いう枠を打ち破れるか｣という問題提起でした。

これらは、録音図書の製作に携わり、また普段

から公共図書館を利用しているにも関わらず、

私が今まで一度も抱いたことのない疑問でした。

通常、公共図書館で提供されている資料は、

購入または寄贈されたものです。｢資料から作

る｣ということはしていません。しかし、なぜ

点字図書や録音図書となると購入することがで

きず、作ることから始めなければならないのか、

と考えると確かに不思議です。

｢障害者サービスとはこうあるものという考

えがある限り、枠は打ち破れない｣という指摘

もありましたが、私はまさにその｢枠｣にはまっ

ていたのだと痛感しました。知らず知らずの内

に自分自身で作ってきたこの枠を、どのように

して取り除いていくのか。これが次の課題だと

考えています。

当事者への宣伝と質の高い図書の製作が課題

杉田氏は、読書嫌いだった自分が｢てんやく

広場｣との出会いによって大きく変えられ、大

阪府立中央図書館に勤務し、日本図書館協会障

害者サービス委員会で全国的に活躍するように

なるまでの歩みを語られました。そして、今後

の課題を列挙される中で、｢図書館が(障害者)

サービスを行っていることすら知らない人が当

たり前に多い｣ということを指摘されました。

私は｢当たり前に多い｣という発言に驚いてし

まったのですが、以前、街中で出会った視覚障

害の方に｢サピエ図書館とはなにか｣｢録音図書

とはなにか｣という質問を受けたことがあるの

を思い出しました。その時は、当事者の方が

｢知らない｣ということに戸惑いを感じましたが、

今回のお話を伺って、私が勝手に｢知らないこ

とが珍しいと思い込んでいただけ｣と気づかさ

れたのです。今まで障害者サービスの環境につ

いて不勉強であったことを深く反省しています。

また杉田氏は、サービスを知らない人に対し

ての積極的な宣伝・働きかけを、図書館、役所、

福祉現場が連携して行う必要性を説かれていま

した。私はその重要性に気づかされるとともに、

初めて利用したサービスや図書が万が一｢がっ

かり｣するようなものであったり、そもそも希

望する図書が無かったりした場合、せっかく利

用いただいても、継続した利用につなげること

が出来ないとも思いました。１冊の図書が担う

役割は想像以上に大きく、そして様々なジャン

ルの図書を選書することと質の高い図書を作る

ことの重要性を改めて感じています。

今回の研修は、今までの考え方を振り返り、

深く反省する貴重な時間となりました。今まで

の私は、利用者の方のニーズやサービスの現状

について鈍感過ぎたのだと思います。研修会で

自覚した反省点や講演の中で得た気づきをこれ

からの業務に活かしていきたいと思います。

センターのページ
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音声ガイド付き映画と、桂文太さんの落語を堪能
第10回中央区バリアフリー上映会が超満員

当館が全面的に協力し、今年で第10回目とな

る中央区バリアフリー上映会が６月15日(土)、

中央区民センターで開催され、300人近い来場者

で満員となりました。 映画｢しゃべれどもしゃ

べれども｣を音声ガイド・日本語字幕付きで楽

しんでもらえたのはもちろんですが、映画の主

人公が半人前の落語家ということもあり、特別

ゲストとして、盲導犬と活動する落語家桂文太

さんに高座を披露していただきました。

文太さんは、今年の冬、２頭目の盲導犬に持

ち替えられました。その時の盲導犬訓練所での

共同生活(盲導犬との共同訓練)と、盲導犬を連

れて活動をつづけていることを面白おかしく話

されて、会場を笑いに包んでくれました。また、

盲導犬に出会ったときのマナー｢さしすせそ｣を

笑いを交えて伝えられていたのも印象的でした。

｢さ｣＝さわらないで。｢し｣＝しずかに。｢す｣

＝すっとよけてね。｢せ｣＝せきは上手にゆずっ

てね。｢そ｣＝そっと見守ってください。と、文

太さんらしくお願いごとも添えられていました。

そして、お待たせの落語は、映画でも登場し

た｢火焔太鼓｣でした。映画のなかの落語と文太

さんの落語を聞き比べることができ、落語を知

らない方にも楽しめる機会になったと思います。

今回主催した ちゅうおうは、当館がHANDS

日本橋に仮移転している時からのお付き合いで、

誰もが自分らしく安心して暮らしていける街の

実現を目指して策定された｢中央区地域アクショ

ンプラン｣の取り組みの中からできた団体です。

今回のようなイベントや行事を通じて、障害につ

いての理解や啓発活動を行っています。

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５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

5月分完成点字図書

22タイトル66冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

池上彰のはじめてのお金の

教科書(池上彰) 1冊

点:南 佳奈

校:G校正 橋詰玲子

英語長文レベル別問題集５

(安河内哲也 他) 4冊

点･校:グループONE

大人になって困らない語彙力の

鍛えかた(今野真二) 2冊

点:黒堀比佐子

校:G校正 丸山順介

家族という呪い(阿部恭子) 3冊

点:高橋淳子

校:G校正 岡田允子

考える日本史(本郷和人) 3冊

点:丸山順介

校:G校正 加尾美千子

きびだんごの法則(神木優) 1冊

点:増田芳子

校:G校正 八木光子

キリンの一撃(L･グラッセ) 2冊

点:藤井恵美子

校:G校正 平野 健

グリーグ ピアノ名曲集1

(グリーグ作曲) 2冊

点･校:Gアンダンテ

そうだったのか!初耳恐竜学

(富田京一) 3冊

点:平林隆雄

校:G校正 平野 健

ドラがたり(稲田豊史) 5冊

点:村田晶子

校:G校正 橋詰玲子

日本の醜さについて

(井上章一) 3冊

点:深尾優子

校:G校正 岡田允子

入試英熟語1100

(田中茂範 他) 5冊

点･校:有光美穂 池田園子

坂和員子 杉島貴子 塚本紀子

西岡貴美子 野村惠美子

福井真由美 本条祐子 待田敏彦

入試英単語2300

(田中茂範 他) 11冊

点･校:有光美穂 池田園子

坂和員子 杉島貴子 塚本紀子

西岡貴美子 野村惠美子

福井真由美 本条祐子 待田敏彦

感 謝 報 告
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ふしぎな北極のせかい

(山崎哲秀) 2冊

点:都解節子

校:G校正 松井育子

フタバスズキリュウもうひとつの

物語(佐藤たまき) 3冊

点:中川春美

校:石川亜紀 山下慧子

平野 健

振り子のお稲(藤村与一郎) 3冊

点:福田真弓

校:喜多冨佐子 橋詰玲子

ふりむけばそこにいる

(久賀理世) 4冊

点:瀧田愛子

校:G校正 小林陽子

ほぼ100円飯(リュウジ) 2冊

点:平澤敦子

校:G校正 橋詰玲子

本当に怖いのは､第三の脂肪

(秋津寿男) 2冊

点:中西智子

校:G校正 平野 健

まいにちの水煮缶レシピ 1冊

点:西田恵美子

校:G校正 橋詰玲子

ライチョウを絶滅から救え

(国松俊英) 2冊

点:安井良恵

校:G校正 平野 健

落語ねこ(赤羽じゅんこ) 2冊

点:長井純子

校:木村寿子 清水浩子

八木光子

  録 音 製 作

5月分完成録音図書

11タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

イップス(沢宮優) 7:38

音:平田恵美子

校:木村純子 阪本由美子

編:古跡眞知子

休日に奏でるプレクトラム

(神戸遥真) 6:33

音:奥 幸子

校:鈴木ますみ 辻野玲子

編:下山とよみ

心の金メダル(田中玲子) 5:26

音:川端砂代子

校:弘津千加子 金井典子

山下富代

編:本村英子

シリアの秘密図書館

(D･ミヌーイ) 5:37

音:谷澤耀子

校:岡 香代子 宮 清子

荒木良子

編:岸田素子

素晴らしき洞窟探検の世界

(吉田勝次) 7:11

音:辻野玲子

校:中澤康子 土井賀津子

編:本村英子

世界史を動かした脳の病気

(小長谷正明) 8:58

音:竹田佳代

校:目連雅子 松浦洋子

前田元子

編:羽淵雅子

ツチハンミョウのギャンブル

(福岡伸一) 10:56

音:前田元子

校:久保洋子 吉田典子

編:町田美樹子

できるだけがんばらないひとり

たび(田村美葉) 3:03

音:渡瀬尚子

校:三原佳子 羽淵雅子

編:石井ふみ代

陛下､お味はいかがでしょう｡

(工藤極) 6:05

音:羽田直美

校:小倉玲子 坂口幸子

編:山崎千代子

翻訳地獄へようこそ

(宮脇孝雄) 5:43

音:小林幸子

校:福池恵理子 志水節子

西田芳美

編:山崎千代子

より良き死のために

(A･デーケン) 6:11

音:岡﨑節子

校:三原佳子 松井喜美代

編:前田元子

  プライベート製作

点字図書

Meine Deutschstunde[ドイツ語

テキスト](清野智昭) 1冊

点:待田敏彦

ヴァイオリンで奏でるクラシック･

バラード(野呂芳文共編) 1冊

点･校:辻野純代 橋本和代

校：田中伸子

キャリアコンサルティング関連

情報集2018年版(キャリアコン

サルティング協議会編) 8冊

点･校:糸山武博 永薮直子

浜田史子 鴻上真理

｢金平糖｣第137回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

CPS-J活用マニュアル 1冊

点:西山和子

校:浜田史子

【お詫び】６月号のプライ

ベート製作･点字図書の点訳

者が洩れていましたので

で、再掲載します。

働く人のほんとうの健康法

点:小林陽子 梶原由美子

校:G校正

録音図書

COMPASS(柳原利典) 13:38

音･編:川添美智子

圧力鍋で作るお料理ガイド(ほか

計3点) 3:04

音･編:坪田捷子

宇喜多秀家と豊臣政権

(渡辺大門) 11:02

音:壁谷岑子 校:久保洋子

編:辻野玲子

感 謝 報 告
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真説･佐山サトル

(田崎健太) 15:51

音･編:小林加代子

  定 期 刊 行 物

2019年6月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:木下正義 中島千恵

西垣泰子 山田一弘

2019年6月号『読書』

デイジー版 1:03

音:下山とよみ 校:寺下千秋

発送:井川倭文子 板波キミ

並木昌子 宮崎ナオヨ 宮野興子

2019年6月号『JRニュース』

点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

第23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

2019年『お役立ち目録～平成』

6月号

デイジー版 0:11

音:下山とよみ 校:寺下千秋

2019年4月号『子供の科学』

デイジー版 3:53

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

2019年『サイエンスかわら版』

4月号

デイジー版 4:10

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

久保洋子 浜本裕子 福島博子

松本紀代

2019年6月号『英語よもやま通信』

デイジー版 2:34

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 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

2019年5月号『日経パソコン』

デイジー版 4:54

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

デイジー版『週刊新潮』

◆2019年5月2日･9日ゴールデン

ウイーク特大号 11:35

井尻府三重 大脇朱美 岡﨑節子

岡村勝彦 奥田和美 長田志野

加藤紀美子 上田啓子 川端砂代子

衣田智恵美 木村加代 黒河典子

坂口幸子 阪本由美子 佐藤公平

沢田玲子 正田潤子 竹村京子

中村京子 中村千賀子 中村直美

中本和代 西岡千代子 西田文子

野村美穂子 濵 洋一 林 由子

東浦雅代 久富恭子 兵頭つね子

深津綾子 福田佳代 前田元子

向髙寿子 八十嶋敦子

編:中本和代

◆2019年5月16日号 10:14

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 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

◆2019年5月23日号 9:58

有川美津子 飯島令子 稲田至功子

大島幸枝 大塚しづ子 岡﨑節子

長田志野 上村裕子 川添美智子

久下悦子 小池雅子 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

清水純子 竹内有里 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 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 八十嶋敦子

山下尚子 山田啓子 吉永英子

和田啓子

編:古跡眞知子

◆2019年5月30日号 9:53

稲田至功子 大島幸枝 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 坂本雪枝

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 島 美緒 嶋津美香

嶋林茂子 髙田雅子 玉置明美

坪田捷子 永井憲子 中地淳子

西岡千代子 橋本順子 兵頭賢一

平田惠美子 平野さち 弘津千加子

前田元子 増田典子 松井喜美代

森口慶子 山本晴代 横山栄子

吉田典子 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

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
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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

◆5月の貸出実績

点字 162tl DAISY 2779tl

テープ 20tl

★5月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

易経 陰の巻(竹村亜希子)

聖の青春(大崎善生)

ＪＲ全線全駅下車の旅

(横見浩彦)

身近な野菜の奇妙な話

(森昭彦）

【録音図書】

日本一(ひのもといち)の商人

(誉田竜一）

小泉進次郎と福田達夫

(田崎史郎)

血圧サージに殺されない50の

方法(島田和幸）

医者が考案した｢長生きみそ汁｣

(小林弘幸）

整理・情報サービス

板波キミ 板谷照美

鱗星千恵子 小椋美智子

逸見恵子 岡田満千代

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

 対面リーディング  

青木幹雄 秋本直美 兄井寿美子

伊東晴子 稲田至功子 犬塚敬彦

上ノ山禎子 後 恵子 大西順子

大村登子 岡﨑節子 長田志野

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 黒瀬勝司 小池雅子

古賀和子 小杉洋子 小谷千佐子

小林万智子 澤井 稔 嶋津豊子

清水純子 首藤博子 神保克子

角野和子 高橋美代子 田那辺優子

田伏惠子 千原加容子 辻村 稔

中本由美 長岡彰子 奈良典子

直場徳宥 野村京子 林 久利

古木昭子 堀内眞里 本荘一子

前田元子 待田敏彦 眞野祥子

南 礼子 向井民子 森田幸子

山下喜美 米田るみ子

５月 利用者12人･55件

ボランティア53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 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DAISY図書

国際機構第４版

テキスト校正:千徳節子

DAISY編集:永薮直子

DAISY校正:山田理子

◆プライベート製作

朝比奈悦也先生 礼拝メッセージ

中川幸子 森 美恵子

点字会15年史 軒原 修

鍼灸臨床能力 北辰会方式 実践篇

越智真弓子 笠松幸彦

佐藤久子 千徳節子 新田 優

軒原 修 山田理子

ステージ別 腎臓病の治療とケア

中川幸子

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆上映協力

わろう座映画体験会

｢バースデーカード｣(5月31日）

大桑久美子 阪口雅代 鹿津直美

那須由美子 西川真知子 平林育子

廣野美代子 弘津千加子 藤井倫子

松永和子

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【5月実績】

5月ICTサロン:石川昌宏 伊藤 勇

高田佳直

例会:石川昌宏 伊藤 勇

高田佳直

訪問:三輪彰宏 栗谷博子

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附

岡部隆二 園田香代子

仁井英夫 南 浩史 山口孝代

湯川欣晃 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

5月9日(木)10:00～11:30

出席者:川添 小泉 小林 三原

池本 植田 奥 笠松 松谷

(館から林田 大岡)

<館からの報告>

･新人職員の紹介

･暴風警報時の休館規定

･G20期間の休館対応予定

<協議事項>

･ガイド体験会について

･施設見学会の検討

<次回>7月4日(木)10:00-11:30



当法人の岩橋明子会長が逝去

当法人の岩橋明子会長が６月17日逝去し

ました。享年90歳でした。岩橋会長は1949

年、当法人創業者の岩橋武夫が開校した燈影

女学院の教師となり、子息の岩橋英行と結婚。

1954年からは第２代理事長となった夫を支え、

英行理事長の死後、1984年から1999年まで

は第３代理事長として、法人の発展と国際

協力に貢献しました。1999年からは会長に

就任し、昨年のヘレン・ケラー没後50年記

念事業など法人の主要な行事で大任を果た

してきました。知的で包容力のある人柄と

優れた英語力により、国内外で尊敬と信頼

を受け、2000年には (世界盲人連合)WBU

の終身名誉会員に選ばれました。当法人で

は７月下旬、追悼の会を行う予定です。

｢クローバー｣が特定非営利活動法人に

大阪を拠点に視覚障害者の外出介助を続

けている｢視覚障害者支援の会クローバー｣

(中川由希子代表理事)がこの程、特定非営

利活動法人となりました。同会は、阪神・

淡路大震災直後に、被災した視覚障害者の

支援を目的に結成。以来24年間、ボランティ

アとして外出支援活動を展開してきました。

同行援護サービスが始まった後も利用は増

。え続け、昨年のガイドの件数は663件にも

コーディネイトを含む事務作業がボランテ

ィアで出来る量ではなくなったため、法人

格を取り、専任の事務スタッフを配置する

など、体制を整備することになりました。

同会では新たなボランティアも募集中。お

問い合わせは、電話06－6654－9064(火曜・

土曜10時30分～16時)のクローバーまで。

録音Ｖの中家惠美子さんがご逝去

元・当館録音ボランティアの中家惠美子
なかや

さんが６月４日、ご病気のため逝去されま

した。中家さんは1986年から活動を始めら

れ、30年近くにわたり、多数の図書を音訳・

校正してくださいました。2014年に勇退さ

れましたが、その後もご連絡やご支援をい

ただいていました。生前のご協力に感謝し、

心からご冥福をお祈りいたします。

あ ゆ み

【６月】

４日･７日 専門音訳講習会･小説の読み方

６日 近畿視情協総会・研修会

８日 オープンデー(館内見学日、３人)

13日～14日 全視情協総会(東京、竹下)

日本ライトハウスチャリティコンサート16日

全国盲人福祉施設大会(帯広､竹下)20日～21日

27日～29日 臨時休業:ボランティア活動･

(３階総務係･４階会議室は開室)サービス部

予 定
【７月】

２日～４日 図書･情報係休室(サピエ改修)

４日 ボランティア世話人会

11日～12日 サピエ研修会(エルおおさか)

20日 オープンデー(館内見学日、要予約)

【８月】

10日～15日 全館夏期休館(サービス部は

10日～19日)

ライトハウスに入職させて頂いて編 集

から早２ヶ月。６月のはじめは良後 記

い頃合なのか、｢そろそろ慣れましたか？｣

と１週間、毎日違う方から聞かれました。

休憩室やエレベータの中、他施設でも多く

の方に見守って頂いている事を実感してい

ます。幼い頃から本とスポーツが好きで、

小学５年生からずっとバスケットボールを

しています。30代に入り体力的な事を考え

て、最近はついにゴルフを始めました。近

々、コースデビューを目指して頑張ってい

ます。３階総務の一番手前に座っていま

すので、お気軽にお声がけください♪(亜)
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