
第43巻5号2019年8月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

2019

8･9月号

｢点訳ボランティア養成講習会｣を10月開講

当館の点訳ボランティアを養成する今年度の

講習会を10月11日から毎週金曜日10時～12時、

当館４階会議室で開催します。９月13日(金)10

時～12時、オリエンテーションと事前試験を実

施。試験に通った方を対象に12月20日まで初級

コース(全11回)を行い、その後、中間試験に合

格した方を対象に１月10日～３月27日まで中級

コース(全11回)を行います。受講料は無料です

が、テキストの購入(1,400円＋税)が必要です。

受講ご希望の方は要項を請求の上、所定用紙で

８月30日(金)までにお申込みください。お問い

合わせは、電話06-6441-1028の点字製作係まで。

岩橋明子会長｢お別れの会｣を８月９日挙行

当法人の岩橋明子会長が６月17日、90歳で逝

去したことは前号でお伝えしましたが、｢日本

ライトハウス会長 岩橋明子お別れの会｣を８月

９日(金)13時30分からホテルニューオータニ大

阪(京橋駅か大阪城公園駅下車)２階鳳凰の間で

営むことになりました。どなたでもご参列いた

だければ幸いです。詳しくは、当館総務係(電

話06-6441-0015)までお問い合わせください。

10月19・20日は｢日本ライトハウス展｣へ

今年度の｢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)

は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。今回は47社・団体が出

展するほか、特別ステージでは理化学研究所の

、仲 泊 聡 氏、石川県しらお眼科の橋本伸子氏
なかどまりさとし

iPhone UDCastパワーユーザーの品川博之氏や

開発者の川野浩二氏らが出演します。この展示

会では、毎回当館のボランティアに展示場内の

ガイドをお願いしており、来場される視覚障害

者の方々から大変ご好評を頂いています。視覚

障害者のニーズや機器の最新情報に接すること

のできる絶好の機会でもあります。ぜひご協力

をお願いします。お申し出は当館総務係まで。

灯友会バザールを９月６･７日、当館で開催

当法人の後援団体｢灯友会｣の毎年恒例･盲導
とうゆうかい

犬チャリティバザーが９月６日(金)12時～16時

30分と７日(土)10時～14時、当館４階会議室で

開催。掘出物多数。お気軽にお立ち寄り下さい。

◆８月～９月の休館予定は８頁に掲載
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｢視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律｣が成立

点字図書館、サピエ図書館の整備や、出版者の取り組みを謳う

成立が待たれていた｢読書バリアフリー法｣(正式名称｢視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関

する法律｣)が６月21日成立し、施行されました。この法律は、｢障害の有無にかかわらず全ての国民が

等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現｣を目指すもので、点字

図書館やサピエ図書館などの整備を進めることなどが定められています。これにより、今年１月１日

に施行されたマラケシュ条約や改正著作権法に合わせて、視覚障害者等の読書の権利を保障する法的

基盤は整ったと言えますが、具体的な施策は今後の課題であり、私達も働きかけていかなければな

りません。(以下、引用した法文は原文通りでなく筆者の解釈を加えてあります。)(館長 竹下 亘)

対象は電子化された書籍と紙の書籍

この法律でまず重要なことは、第２条の定義

で、対象者が｢視覚障害、発達障害、肢体不自

由等の障害により、雑誌、新聞等を含む書籍に

ついて、視覚による表現の認識が困難な者｣と

規定されたこと。そして、対象となる書籍が、

｢特定電子書籍等｣(電子化された墨字、音声、

点字等)と、｢特定書籍｣(点字、拡大図書等、電

子化されない図書)の２種類に定められたこと

です。そして第３条の基本理念では、特定電子

書籍等の普及と、特定書籍の提供継続、両書籍

の量的拡充と質の向上、さらに障害の種類や程

度に応じた配慮がなされることが謳われていま

す。今後、電子媒体が主流になる中、それ以外

のメディアと利用者を守ることも重要です。

公立図書館と点字図書館の支援を明記

第４条以降は、国と地方公共団体による施策

の策定と実施、政府による財政措置、文科大臣

と厚労大臣による｢基本計画｣の策定などを定め

ています。特に注目されるのは、第９条で、国

と地方公共団体の責務として、｢公立図書館、

大学・学校図書館、国立国会図書館等について、

視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、そ

の円滑な利用のための支援の充実｣などを進め

るとともに、点字図書館についても同様の｢取

、組の促進｣を求めていること。そして第10条で

｢インターネットにより視覚障害者等に提供す

る全国的なネットワーク｣、つまりサピエ図書

館の運営支援が盛り込まれたことも重要です。

アクセシブルな電子書籍の出版を促進？

第11条では、｢特定書籍と特定電子書籍等の

製作の支援｣が掲げられていますが、この内容

は非常に曖昧です。国と地方公共団体の責務と

して、｢製作に係る基準の作成等と質の向上を

図るための取組｣を求めているのは良いのです

が、国の役割として、両書籍の｢製作を行う者

に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進す

るための環境の整備に必要な支援その他の必要

な施策を講ずる｣とあるのは隔靴掻痒です。

さらに第12条では、国に｢視覚障害者等が利

用しやすい電子書籍等の販売等の促進｣を求め

ていますが、その条文を見ると、｢技術の進歩

を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権

者と出版者との契約に関する情報提供その他の

必要な施策を講ずる｣とあり、これも非常に迂遠

です。また、｢書籍を購入した視覚障害者等か

らの求めに応じて出版者がその電磁的記録を提

供する｣ことも掲げられていますが、国の役割は、

そのための｢環境整備の検討を進める支援と施

策を講ずる｣とされているに止まっています。

出版者に原本の電子データの提供や出版を促

すこれらの条文が絵に描いた餅にならないよう

に、今後、働きかけていく必要があります。

端末機器等の入手と操作の習得支援

この他、注目されるのは、第14～16条で、利

用者に対する｢端末機器等とその情報の入手支

援、情報通信技術の習得支援、研究開発の推

進｣が謳われていること。第18条で、国が｢関係

者による協議の場を設け、連携協力に必要な措

置を講ずる｣ことが定められていることなどです。

当館でも全視情協と連携して、この法律の理

念が実際に、豊かな実を結ぶように取り組んで

行きたいと思います。

センターのページ
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ボランティアのご協力で、参院選｢選挙公報｣の音声版を製作

視覚障害者の参政権の保障と、公的地位の確立を目指して

７月に行われた参議院議員選挙で、全国の視覚障害者の方々に｢選挙公報｣音声版を届けるため、

当館は全国組織の要の役割を担うとともに、ボランティアの皆さまのご協力により多数の音声版の

製作・提供を行いました。視覚障害者の方が参政権を行使する上で欠くことのできない｢選挙公報｣

音声版等の発行の現状と、当館の果たしている役割をご紹介します。(製作部長 久保田 文)

｢選挙公報｣の全文点訳版を発行するため、20

04年に｢日本盲人福祉委員会･視覚障害者選挙情

報支援プロジェクト｣(以下、｢選挙ＰＪ｣)が発

2005年の参院選、20足して15年が経ちます。

06年の衆院選を経て、2007年の参院選からは音

声版と拡大文字版の発行も実現しました。この

時に、選挙ＰＪ内に点字版部会、音声版部会、

拡大文字版部会の３媒体の部会が設けられ、現

在に至っています。

その内、音声版部会は全国の視覚障害者情報

提供施設(点字図書館)で構成されており、2007

年から今回の参院選まで９回の国政選挙を経験

しました。現在56施設が音声版部会に参加して

おり、今回の参院選では、比例区は47都道府県、

選挙区は24道府県の｢選挙公報｣の全文音訳版を

製作・納品しました(下表参照)。

当館では、2013年から音声版部会の事務局を

担当し、日本盲人福祉委員会、各都道府県の

選挙管理委員会、参加56施設との連絡・調整を

はじめ、ＣＤやカセットテープ等の資材の調達

・配送手配、比例区のマスターデータをやりと

りするためのウェブサーバの管理、納品後の

事務処理などを行っています。

また、製作施設としても、メディア製作セン

ターのデイジーユニットが比例区のマスター

データや選挙区の製作を請け負っています。

今回の参院選では、比例区の音声デイジー版・

カセットテープ版のマスターデータ製作の基盤

となる諸作業と、山形県、栃木県、埼玉県、兵庫

県の選挙区のマスター製作からコピー・検聴・

納品まですべての作業を担当しました。

当館の音声版選挙公報の製作は、綿密な校正

が特長です。音声のみで３回以上、デイジー

編集後に１回、マスターデータ完成後に１回と、

すべて人を変えて行います。これだけの作業を

デイジーユニットの職員だけで行うことは不可

能なため、今回の選挙では音訳者を含め総勢18

人のボランティアの方々に、公示日を挟んで丸

３日間ご協力いただきました。

また、音訳者、校正者だけでなく、読み方に

迷った時の｢相談役｣や、進捗状況の把握、最新

の原稿の共有、待機している校正者への仕事の

割り振りなどを行う｢仲介役｣を配置するのも当

館独自の体制です。この事業の意義と重要性を

ご理解くださり、朝から晩まで職員と一緒に惜

しみなく働いてくださった皆さまのおかげで、

今回も無事にすべてのミッションを果たすこと

ができました。誠にありがとうございます。

選挙公報は、視覚障害者の方々が参政権を行

使するために不可欠なものです。選挙公報の点

字版・音声版・拡大文字版は、まだ法的に｢選

挙公報｣とは位置付けられておらず、｢選挙のお

知らせ｣という名称で発行されていますが、当

館は今後も選挙ＰＪの一員として、視覚障害者

向け選挙公報の安定的な発行と公的な地位の確

立に努めてまいります。

（D＝ﾃﾞｲｼﾞｰ版､テ＝ﾃｰﾌﾟ版）｢日盲委選挙ＰＪ｣による2019年参院選｢選挙のお知らせ｣発行部数

比例区 選挙区
点字版 28,881部(47都道府県） 18,586部(27都道府県）

音声版 26,242部(47都道府県・D:18,056､テ:8,186） 13,034部(24道府県・D:8,942､テ:4,092）

拡大文字版 3,938部(26都道府県) 2,299部(16道府県)

センターのページ
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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６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

6月分完成点字図書

25タイトル65冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

NHK介護百人一首2019

(NHK 他編) 1冊

点:松井育子 校:若林安也子

エル･グレコの首飾り

(佃一可) 3冊

点:喜多冨佐子

校:福田真弓 小林陽子

大坂堂島米市場(高槻泰郎) 4冊

点:永薮直子

校:G校正 宗像真李子

お気に入りを長く着る衣類の

お手入れ(森恵美子 他) 1冊

点:野崎功子

校:G校正 平野 健

カジノエージェントが見た天国と

地獄(尾嶋誠史) 2冊

点:雪岡加奈子 校:G校正

体にうれしい藤井恵のまいにち

納豆(藤井恵) 1冊

点:栗栖 忍

校:G校正 平野 健

奇跡の３日腹ペタ(森田愛子) 1冊

点:西山和子

校:G校正 奥村純子

京都のおねだん(大野裕之) 3冊

点:坂和員子

校:G校正 都解節子

きらいになれない害虫図鑑

(有吉立) 3冊

点:山本普実雄

校:G校正 橋詰玲子

心を操る寄生生物

(K･マコーリフ) 6冊

点:喜多冨佐子

校:福田真弓 平野 健

自衛官という生き方

(広幡賢一) 3冊

点:髙木智佳子

校:G校正 野上満智子

しししのはなし(正木晃) 2冊

点:川崎安恵

校:古本芙美子 清水浩子

平野 健

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰ目録2019年6月1日現在

(全視情協ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰ検討

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 1冊

点:雪岡加奈子 校:南 佳奈

12歳の少年が書いた量子力学の

教科書(近藤竜一) 7冊

点:足立幸子 古財芳子

校:算数･数学グループ

縄文探検隊の記録

(夢枕獏 他) 3冊

点:本条祐子

校:G校正 岡田允子

炊飯器で超かんたんふんわり

米粉パン(多森サクミ) 1冊

点:山口節子

校:G校正 奥村純子

セトウツミ２(此元和津也) 1冊

点:福井真由美

校:G校正 加尾美千子

中高生からの選挙入門

(谷隆一) 2冊

点:増田芳子 校:G校正

墓が語る江戸の真実

(岡崎守恭) 3冊

点:大安徹雄

校:G校正 平野 健

蜂と蟻に刺されてみた

(J･O.シュミット) 6冊

点:井上ゆり子

校:丸山順介

平成から令和へ(宮内庁) 1冊

点:高橋世貴子

校:田中陽子

まんがアフリカ少年が日本で

育った結果

(星野ルネ) 2冊

点:雪岡加奈子

校:G校正 橋詰玲子

めんつゆレシピ

(みないきぬこ) 2冊

点:田中真理子

校:G校正 八木光子

やせるおやつ(木下あおい) 2冊

点:野上満智子

校:G校正 平野 健

よくわかる浄土宗(瓜生中) 4冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝 岡田允子

  録 音 製 作

6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)

依存症 家族を支えるQ&A

(西川京子) 4:32

音:川端砂代子

校:弘津千加子 中澤康子

山崎千代子

編:濵 欣子

ウイスキーアンドシネマ2

(武部好伸) 6:30

音:竹下正子

校:胸永幸子 西村郁子

阪越紀子

編:辻野玲子

F1語辞典

(小倉茂徳) 9:21

音:片岡珠子

校:佐々木マス子 大西祥子

町田美樹子

編:岡村佳子

感 謝 報 告
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大坂の堀川と橋ものがたり

(板垣衛武) 3:30

音:倉富重雄

校:中野靖子 阪越紀子

編:辻野玲子

化学防災読本(門奈弘己) 6:18

音:目連雅子

校:竹田佳代 久保洋子

金井典子

編:前田元子

社怪学的読書論

(植沢淳一郎) 9:20

音:田中恵子

校:大西祥子 本村英子

編:辻野玲子

世界文明史の試み(上)

(山崎正和) 11:07

音:東 佳子

校:飯村紀子 中澤康子

阪本由美子

編:辻野玲子

世界まちかど地政学

(藻谷浩介) 8:01

音:谷澤耀子

校:岡 香代子 有末 道

前田元子

編:伊東晴子

大腿骨を折らない体づくり

(久野譜也) 3:07

音:大坂陽子

校:前田元子 森口慶子

荒木良子

編:本村英子

戦う姫､働く少女(河野真太郎)

8:09 音:下山とよみ

校:岩田真智子 寺下千秋

編:本村英子

楽しく百歳､元気のコツ

(吉沢久子) 2:25

音:和田啓子

校:栗本慶子 金井典子

編:小林万智子

テレビに映らない北朝鮮

(鴨下ひろみ) 7:37

音:中野靖子

校:米谷治子 山崎千代子

編:岡村佳子

ブラック職場

(笹山尚人) 6:54

音:三原佳子

校:鳥山正彦 阪越紀子

編:羽淵雅子

料理が苦痛だ

(本多理恵子) 4:20

音:田中恵子

校:中澤康子 松本紀代

編:若槻敬子

65歳から頭がよくなる言葉習慣

(樋口裕一) 4:36

音:山中眞理子

校:山口孝代 上田道子

寺下千秋

編:若槻敬子

  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) 3冊

点:待田敏彦

My heart will go on(点字楽譜)

1冊

点:鴻上真理 校:奥村純子

エブリスタディ2017年10月号 4冊

点･校:算数・数学グループ

点:野村惠美子 校:松井育子

オトナのヴァイオリン

(湯川徹 編曲他) 1冊

点･校:辻野純代 橋本和代

校:田中伸子

｢金平糖｣第138回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

詩的オペラ倭建皇子

(七ツ矢博資 作曲他) 1冊

点･校:辻野純代 橋本和代

ジョブ･カード講習テキスト 9冊

点･校:本条祐子 古林敬子

山本普実雄 大安徹雄

豊中市立障害者福祉ｾﾝﾀｰひまわり

巡回ﾊﾞｽ運行時刻予定表 1冊

点:待田敏彦

校:木虎真紀 田中真理子

中村八大作品集 2冊

点:待田敏彦 校:G校正

未来へ 1冊

点･校:橋本和代 辻野純代

録音図書

面白くて眠れなくなる宗教学

(中村圭志) 5:10

音:兵頭賢一 編:山崎千代子

鈴木清順全映画

(上野昂志編) 26:02

音･編:植田美穂子

ゾンビビジネス英会話

(カワセミ) 13:04

音･編:伊東晴子

脉診流 経絡治療 鹿住ノート

(鹿住晴廣) 9:15

音･編:岩崎千佐子

  定 期 刊 行 物

2019年7月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:木下正義 中島小夜子

中島千恵 西垣泰子 山田一弘

2019年7月号『読書』

デイジー版 1:09

音:寺下千秋 校:下山とよみ

発送:井川倭文子 板波キミ

並木昌子 宮崎ナオヨ

『お役立ち目録～偉人のもの

2019年7月号がたり』

デイジー版 0:11

音:寺下千秋 校:下山とよみ

2019年5月号『子供の科学』

デイジー版 4:14

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

感 謝 報 告
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2019年『サイエンスかわら版』

5月号

デイジー版 3:56

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

小倉玲子 金井典子 久保洋子

夛田禮子 濵名あきよ 溝渕久美子

山本雅子

2019年6月号『日経パソコン』

デイジー版 4:49

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 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7月号『英語よもやま通信』

デイジー版 2:36

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

金本季子 川端真知子 川辺洋子

小林幸子 中島美穂 中島 睦

中原尚子 野﨑淳子 前田元子

的場操代 脇本登志子

デイジー版『週刊新潮』

◆2019年6月6日号 9:02

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

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

野村美穂子 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6月13日号 10:09

飯島令子 井尻府三重 稲田至功子

上原多美子 大島幸枝 大橋恵子

岡﨑節子 長田志野 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

地福延代 鈴木恵子 寺下千秋

永井憲子 濵 洋一 平野さち

古川京子 増田典子 山田啓子

山本スズ子 山本晴代

編:古跡眞知子

◆2019年6月20日早苗月増大号 11:21

荒木節子 岩谷友子 太田貴子

大山節子 越智真弓子 北村優美子

帰村千恵 清水百世 髙久俊子

詫摩多美子 田渕浩子 寺西竹子

当房公子 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

兵頭賢一 星子鐵郎 前田元子

松原和子 柳内登喜子 山下 豊

大和澄子

編:中本和代

◆2019年6月27日号 9:56

大久保美弥 大島幸枝 大塚しづ子

大森恵子 岡﨑節子 上村裕子

神谷勉子 川添美智子 川端砂代子

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

嶋林茂子 清水純子 髙田雅子

竹内有里 田宮加代 地上博子

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 弘津千加子 前田元子

森口慶子 八十嶋敦子 山下尚子

湯浅里美 吉田典子 吉永英子

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

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢JSA」

ナレーション:藤井倫子

台本制作･編集:勝亦悦子

藤井倫子

台本校正:中嶋真弓

「警部補 古畑任三郎 1st season

第六話 ピアノ･レッスン｣

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

台本校正:那須由美子

｢ミスター･ルーキー｣

ナレーション:中嶋真弓

台本制作･編集:中嶋真弓

平林育子

◆上映協力

第10回中央区バリアフリー上映会

｢しゃべれども しゃべれども｣

(6月15日)グッズ販売･会場誘導

阪口雅代 鹿津直美 那須由美子

藤井倫子 松永和子 松原 博

◇ 耳より情報 ◇

当館では、視覚障害の方に

映画やテレビを楽しんでもら

えるように音声解説事業に取

り組んでいます。その一環と

して、映画館で映画を楽しめ

るアプリ｢ ｣の入ったUDCast

。iPodの貸出を始めています

窓口:３階総務係(林田･馬場)

貸出期間：２週間

。利用料は、必要ありません

郵送での貸出はできません

が、タブレットの使い方がわ

からない方にも、丁寧にお伝

えしますのでご安心ください。

※ボランティアの方にも、

貸し出していますので、ぜひ

体験してみてください。
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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 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 渡邊洋子

［茨木市バラの会］

堂 晴美 永崎利恵

◆6月の貸出実績

点字 180tl DAISY 3838tl

テープ 19tl

★6月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

コンビニなしでは生きられない

(秋保水菓)

｢だけ｣レシピ(市瀬悦子)

だめだし日本語論(橋本治)

札幌駅殺人事件(西村京太郎)

【録音図書】

推理は空から舞い降りる

(喜多喜久)

大友の聖将(ヘラクレス)

(赤神諒)
ピンピンコロリの新常識
(星旦二)
日本一(ひのもといち)の商人
(誉田竜一)

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

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 足立雅子 兄井寿美子

池本滋子 一色和子 稲葉猛雄

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 岡﨑節子 岡﨑博子

奥西規代子 長田志野 金井典子

鎌田 潤 河上千鶴 菊池雅子

栗山豊實 小池雅子 坂本雪枝

佐藤圭子 澤井 稔 柴山和子

島 美緒 清水純子 角野和子

高橋美代子 田伏惠子 千原加容子

中野龍子 中本由美 畠田幹子

弘津千加子 藤田佳子 古木昭子

細井昌子 堀内眞里 前田芳野

増尾明子 松谷富子 眞野祥子

宮坂暁子 向井民子 目鷹直美

森田幸子 森田 陞 山内一子

山内紀代子 山崎 彰

６月 利用者14人･54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

  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

戦争と平和 哲学のおやつ

スキャン･OCR:西村佐世子

テキスト化:足立佐紀子

加藤珠子

画像製作:加藤珠子

DAISY編集:山田理子

DAISY校正:足立佐紀子

音:二宮真理 吉川順子

◆テキストデータ

全国社会保険労務士会連合会

講習資料

池尻三千子 岩井和美

西村佐世子 山田理子

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【6月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 村上栄一

高田佳直

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附

後藤正裕 松浦光男 湯川欣晃

(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

7月4日(木)10:00～11:30

出席者:植田 奥 笠松 川添

小泉 鴻上 松谷 三原

(館から竹下 林田 大岡)

<館からの報告>

･岩橋明子会長の訃報

･読書バリアフリー法について

<協議事項>

･ガイド体験会の反省

･施設見学会の検討

<次回>9月5日(木)10:00-11:30



拡大掲示板

８月～９月の休館予定

８月８日(第２木曜)＝５階サービスフロ

アと図書・情報係はサービス休止。

８月10日(土)～15日(木)＝全館夏期休館。

５階サービスフロアと図書･情報係は19日

(月)まで休室。製作部のボランティア活動

と３階総務、４階会議室は16日から再開。

９月12日(第２木曜)＝５階サービスフロ

アと図書・情報係はサービス休止。

９月17日(火)＝５階サービスフロアと図

書・情報係は振替休室(16日月曜指定祝日

の振替 。）

◆今号は８・９月の合併号です。次号の

発送は９月末になりますのでご了承下さい。

視覚障害の高校生が職場体験実習

８月１～２日、大阪府立大阪南視覚支援

学校高校２年の男女生徒２人が｢職場体験｣

。として当館の各係で見学･研修を行います

社会の見聞を広げ、将来の進路を考える貴

重な機会ですので、館内で出会われた時は

ご遠慮なくお声かけをお願いいたします。

｢サピエ研修会｣が大阪で開催

全国のサピエ利用施設・団体の職員やボ

ランティアが集まり、サピエ図書館の最新

情報を学ぶ｢サピエ研修会｣が７月11・12日、

大阪天満橋のエルおおさかで開かれ、全国

から140人余りが参加しました。今回は、

今年度厚労省予算で改修されるサピエ図書

館の書誌入力の変更点を学んだほか、サー

ビス・録音・電子書籍の分科会研修、視覚

障害利用者のサピエの利用方法の実演など

多彩なプログラムが行われました。サピエ

図書館は、この１年間で総目録書誌数が

702,147点から728,459点、施設・団体会員

が368ヶ所から382ヶ所、視覚障害等の個人

会員が16,015人から16,942人、音声デイジ

ーのダウンロード数が299万タイトルから3

43万タイトルと伸び続けており、今後も量

と質、サービスの向上が求められています。

あ ゆ み
【７月】

２日～４日 図書･情報係サービス休止

(サピエ改修のため)

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(3人)

法人人権研修(鶴見事業所)

23日 見学:山口県点訳すずかけの会

予 定
【８月】

１日～２日 大阪南視覚支援学校生･職場体験

日本ライトハウス杯視覚障害者囲碁大会６日

９日 岩橋会長お別れの会(ニューオータニ)

10日～15日 全館夏期休館(サービスフロア

と図書･情報係は19日まで休室)

22日 見学:神戸市立盲学校

30日 わろう座映画会｢ミスター･ルーキー｣

【９月】

５日 ボランティア世話人会

21日 オープンデー(館内見学日、要予約)

この夏の関心事の一つが日本で初め編 集

めて開催されるラグビー世界杯です。後 記

ラグビーと言えば有名な言葉に『One for

all, 』がありますが、この意All for one

みんなは味は 『一人はみんなのために、、

』だそうです。ちょっ一つの目的のために

と誤解していました。一人ひとりが自分の

役割を果たし互いに支え合いながらトライ

(勝利)に繋げる！が本当の意味だそうです。

せっかくなんでルールも覚えて全力で日本

を応援したいです。頑張れ!ニッポン(茂)

2019年8･9月合併号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
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