
第44巻5号2020年10月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

今年度も｢施設見学会｣を実施します！

毎年恒例のボランティア友の会施設見学会。

今年はコロナ感染予防に配慮し、館内で音声解説

付き映画の上映体験会を行うことになりました。

上映前に音声解説について学び、上映後には座

談会の時間を設けます。ぜひご参加ください。

日時 11月12日(木)13時00分～16時00分

(開場･受付開始 12時45分～)

会場 情報文化センター４階会議室１・２

定員 30人(先着順。定員で締切)

費用 無料

作品 ｢バースデーカード｣(製作:ボイスぷらす、

音声解説ナレーション:大桑久美子さん)

申込 当館総務係(電話06-6441-0015)まで

Ｚｏｏｍを利用して対面リーディングを再開

新型コロナウイルス感染予防のため３月から

休止していた対面リーディングサービスですが、

10月から利用者とボランティアが２部屋に分かれ、

Zoom ミーティング(インターネットのオンライ

ン会議サービス)で２台のパソコンを繋いで行う

方法で再開します。感染予防には細心の注意を

払いますので、ご協力をお願いいたします。

専門音訳｢小説の読み方コース｣を開講

毎日新聞大阪社会事業団と当館主催の専門音

訳講習会｢小説の読み方コース｣を開講します。

講師は音訳ボランティア歴62年で、第一線で活躍

中の前田綾子さんです。奮ってご受講ください。

内容 児童書･時代小説･現代小説等の会話文に

ついて内容が伝わりやすい読み方の実技

を１日で講習

日時 第１回11月５日、第２回11月18日

いずれも木曜日10時～15時

対象 経験３年以上の音訳ボランティア

定員 各回12人 費用 1,400円

申込 要項を請求の上、10月10日(土)までに

録音製作係(電話06-6441-1017)まで

盲導犬カレンダー2021年版の発売開始！

毎年大人気の盲導犬チャリティ･カレンダーを

10月末から当館３階総務係で発売します。今年

はデザインを一新し、盲導犬の写真を月毎に掲

載。Ａ４判(見開Ａ３判)。定価1,000円(税込)。

見本は http://www.guidedog-lighthouse.jp/
でご覧ください。通販ご希望の方は、盲導犬訓

練所(電話0721-72-0914)までお願いします。



- 2 -

拡大掲示板

｢盲学校の生徒に星空を｣～暗所視支援眼鏡の

クラウドファンディングにご協力を！

日本ライトハウスでは、｢夜盲｣により夜間の

活動に参加できない、水族館やプラネタリウム

などが楽しめない、といった方々のために開発

された暗所視支援眼鏡HOYA MW10 HiKARI
ホ ー ヤ ヒ カ リ

を全国の盲学校に贈るクラウドファンディング

(インターネットによる寄附募集事業)を10月末

まで行っています。これは昨年、故岡田 弥 前
あまね

サービス部長が担当し、総額348万円を集めて、

全国12の盲学校に寄贈した事業の第２弾です。

今年は目標額を100万円に定めて、４校以上の

寄贈を目指しています。ぜひ一度寄附募集のサ

イト(https://readyfor.jp/projects/MW10-2020)

をご覧いただくか、当館(電話06-6441-0015)ま

でお問合せください。

日本ライトハウス展がYouTube上で開幕

｢日本ライトハウス展～全国ロービジョンフェ

ア2020｣(読売光と愛の事業団共催)が10月1日、

インターネット上で開幕しました。今年は展示

会に代えて、インターネットで動画が見られる

YouTube で、32社の出展品動画｢日ラ展ちゃん
ユーチューブ

ねる｣を来年３月末まで配信します。また、イン

ターネットで多数の参加者が集える Zoom ミー
ズ ー ム

ティングで、11月１日と３日、ジャンル別に６

回に分けて、出展者とのオンライントークイベ

ント｢どこまで言っても良いん会｣を開催します。
い

｢日ラ展ちゃんねる｣は、当館ホームページの

日ラ展特設サイトからご覧いただけます(下記の

QRコードからも入れます)。出展内容やトーク

イベントの参加方法も

特設サイトか、｢ガイド

ブック｣(墨字･点字･音

声デイジー･メール版、

無料)でご確認下さい。

10月～11月の休館・休室予定

10月８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サービス休止。

11月３日(火・祝日)＝全館休館

人事異動と2020年度の職員配置～サービス部長に林田茂を異動

当館では、岡田 弥 サービス部長の急逝に伴
あまね

い、以下の人事異動を行いました(予定を含む。

氏名の後の[ ]は異動前の役職です)。

8/1 異動 サービス部長 林田 茂[総務部長]

総務部長 竹下 亘(館長兼務)

9/1 採用 総務係職員 柏木葉子

11/1 異動 総務係主任 谷口由紀[製作部主任]

林田部長と谷口主任の異動は年度途中であり、

関係するボランティアの皆さまにご迷惑をかけ

ることもあるかと思いますが、ご理解ください

ますようにお願いいたします。

なお、定年後も長年に亘り、点字校正を担当

した小原二三夫職員が８月末に退職しました。
おばら ふ み お

最後にご挨拶できなかった皆さまにくれぐれも

よろしくお伝えください、とのことでした。

【３階 総務部】 竹下 亘(館長･総務部長)

今村竹志､大岡亜希子､柏木葉子､曽禰一子､

馬場玲衣(音声解説)

(全視情協)正井和子､石川昌宏､西井敦子

【サービス部】 林田 茂(サービス部長)

◆５階 機器・用具係 松本一寛(主任)､

岡本 昇､原田美貴､花田潤子､江島英夫､

加治川千賀子､須貝直美､竹田幸代､竹内太星､

前北純弥､宮川尚美､上見美智子､川口千代

◆別館 図書・情報係 山岡幸雄(リーダー)､

伊藤信乃､河上泰子､長尾郁子､福田直樹､

伊藤淳子､樋口あゆみ

【製作部】 久保田文(製作部長)

◆６階 録音製作係

木田陽子(主任)､内藤流津､中川 史

◆７階 メディア製作センター･デイジーユニット

白坂マナミ(リーダー)､伊藤真資､小西美希､

岡田直美､林 登､久住拓子

◆８階 点字製作係(メディア製作センター点字

ユニット兼務) 奥野真里(主任)､稲田久美､

内川亜佑美､大川靖子､山原瑞穂

◆８階 メディア製作センター電子書籍ユニット

長本 幹(リーダー)､太田和美

センターのページ
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対面の福島悦子さんと、点訳の宍戸邦栄さんがご逝去

当館で20年に亘り、ボランティア活動を続け

てくださった対面リーディングの福島悦子さん

と点訳の宍戸邦栄さんがこの夏、相次いで亡く
ししど

なられました。

福島さんは、2000年度から今年３月に勇退さ

れるまでの19年間、対面リーディング活動を続

けられ、幅広い分野にわたり、急な依頼も快く

お引き受けくださいましたが、７月31日、79歳

で亡くなられたという訃報が届きました。

また、宍戸さんは1999年度から点訳を開始し、

これまでに160タイトルに及ぶ図書を点訳・校正。

今春活動20年を迎えられたことを本誌７月号で

ご紹介したばかりで、８月20日に82歳で急逝さ

れる直前まで職員やお仲間と連絡を取り、点訳

を続けておられたので、残念でなりません。

人生の最期まで視覚障害者の方々へのボラン

ティア活動に献身されたお二人に心からの感謝

を捧げ、ご冥福をお祈りしたいと思います。

図書製作１千点、対面612件、貸出図書11万冊以上

2019年度の製作・サービス実績のご報告

ご報告が大変遅くなりましたが、2019年度(2019年４月～2020年３月末)の当館の製作とサービ

スの実績をまとめました。ボランティアの皆さまのご協力により図書製作と貸出、対面リーディ

ング等、あらゆる面で全国に誇る実績を挙げることができました。(館長 竹下 亘)

ボランティアの総数は508人

2019年度(2020年３月末)のボランティア総数

(ボランティア保険をかけている方)は508人。

内訳は点字製作134人、録音製作180人、対面104

人、図書･情報22人、総務11人、パソコンサポー

ト18人、電子書籍20人、音声解説19人でした。

１年間で１千タイトルの図書を製作

当館のボランティアが製作した点字・録音図

書、電子書籍の総数は、下表の通りほぼ１千タ

イトル。しかも、専門書や図表等を含む資料の

割合が高いため、数量以上の値打ちがあります。

蔵書 Ｐ 雑誌 教科書

点字 264[276] 69[77] 30[ 30] 173[231]

録音 195[179] 44[60] 147[148] 3[ 5]

※蔵書中、シネマデイジー15[11]

電子 48[ 71] 15[19] -- 3[ 11]

※単位はタイトル数。Ｐは｢プライベート製作｣(個人

の依頼に応える個別製作)。[ ]内は2018年度。

対面リーディングの利用件数は全国１位

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。今年３月から

の休止が利用者とボランティアの皆様に申し訳

ない限りですが、10月の再開から少しずつ盛り

返していきたいと思います。

利用件数 延時間数

対面Ｒ 612[ 788] 1,224[1,574]

全国の視覚障害者に11万冊以上を貸出

当館の利用登録者は5,082人(大阪市2,019人、

府1,807人、その他1,256人)ですが、蔵書の

貸出は各地の点字図書館や公共図書館を通して

全国の視覚障害者にお届けしています。ボラン

ティアの方々のお手伝いにより、昨年度の図書

貸出の総数は、下表の通り11万冊･枚･巻数を超

えた他、サピエ図書館からのダウンロードと

ストリーミングは年間23万回を超えています。

蔵書貸出数(冊･枚･巻)

点字 8,996[10,036]

DAISY 98,365[94,826]

テープ 2,861[ 4,495]

なお、当館書庫(アルテ別館)の蔵書は現在、

合計２万９千タイトルを超え、満杯の状態です。

館内所蔵数

タイトル数 冊・枚数

点字 10,386[10,181] 37,366[37,034]

DAISY 18,970[18,300] 35,912[35,233]

ボランティアのページ
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皆さんがより良い時間を過ごせるように
総務係での｢私の仕事｣について紹介します

総務係 大岡亜希子

今回は当館３階総務係に勤務する私の仕事に

ついて紹介します。私の主な業務内容は、窓口

業務(電話応対や会議室予約など)、機関誌の編

集や印刷･発送手続き、封入ボランティアのコ

ーディネート、ボランティア友の会世話人会の

連絡、館内掲示物の作成と掲示、イベントの準

備やチケット販売、見学者の館内案内、盲導犬

グッズの管理、福利厚生の手続き、宅配便の受

け取り、館内備品(封筒･蛍光灯等)の補充など、

多岐に渡ります。まとめると、｢情報文化セン

ターに関わるすべての方がより過ごしやすくな

るようなこと全般｣といったところでしょうか。

電話応対は頭と手のスピードが大切

館内の業務内容は多岐に渡り、また３～８階

と別館にフロアが分かれています。スムーズに

電話応対をするには、各フロアや担当者ごとの

業務内容、当日の館内予定等をひと通り頭に入

れなければいけません。できるだけ短い時間で

用件を把握して、担当者を思い浮かべ、上手く

内線を回し、正確に用件をお伝えする事が出来

るようになるまで、現在もまだまだ修行中です。

もう１つの修行は電話早取り競争です。私の

隣には電話早取りランキング館内１位の竹下館

長が座っておられ、私と竹下館長の机の間に電

話機があるのです。電話の早取りには少しばか

り自信のあった私でも始めは竹下館長のスピー

ドに連戦連敗でした。ところが最近では、｢竹

下館長が受話器の上側に手を伸ばした瞬間に下

側を持ち、力いっぱい引き寄せる｣という戦法

を身につけ、少しずつ勝率が上がっています。

心強いボランティアの方の言葉

世話人会の方とは２ヶ月に１度の世話人会、

封入ボランティアの方とは１ヶ月に１度の封入

作業でお会いする事が出来ます。どちらも準備

や当日のコーディネートをさせてもらっています。

ボランティアの方とイベントの計画を立てたり、

封入作業をしたりする中で、お話が弾む事も多

くとても楽しい時間です。各係でのやりがいに

ついてのお話や、館の歴史のお話もあったり、

｢必要ならいつでも来るで｣と言ってくださった

りと、とても心強い存在です。新型コロナの影

響でボランティア活動が中止になった時には、

世話人会は延期、封入作業は職員で行い、館内

は３ヶ月間とても静かでした。頑丈なビルが傾

いてしまうのではないかと思うほど、いつもボ

ランティアの方に支えられている事を改めて感

じました。

利用者の方からの｢ありがとう｣

利用者の方とは問合せや相談など、電話での

やりとりが多いのですが、イベントの際は多く

の方との関わりがあります。昨年12月のヘレン

ケラー朗読劇のイベント時には、電話でお話し

た方と直接会う事が出来ました。申込時に会場

までの道案内をした方が無事に会場へ到着され

ている事を確認すると、ほっとしました。また、

窓口にいると話の途中に｢電話の人ですよね？

無事着きました。ありがとう｣と言われること

もあり、とても嬉しい気持ちになりました。

最近では、サービスフロアのご予約者の方が

３階で受付をされるようになり利用者の方と直

接お話する機会が増えました。サービスフロア

へのご用件は様々なので、初めは慣れない事も

ありました。利用者の方とコミュニケーション

をとる上で、用具や機器の名前を覚えたり、時

には筆談をする機会も増えました。お電話や受

付でさらにスムーズにご案内が出来るようにし

ていきたいと思います。

来館時はぜひ３階へお立ち寄りください

３階総務係では、盲導犬チャリティグッズの

販売をしています。季節に合わせて内容も変更

になるので、季節毎にチェックに来てください。

また、ボランティア友の会文庫では、１千冊以

上の本から２週間を目安に本を借りて頂けます。

ぜひ、お帰りの前に３階へお立ち寄りください。

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2020年7･8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  

7･8月分完成点字図書

16タイトル37冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

生きのびるマンション

(山岡淳一郎) 3冊

点:松井育子

校:藤井恵美子 宗像真李子

コロナのせいにしてみよう｡

(國松淳和) 2冊

点:雪岡加奈子

校:丸山順介 橋詰玲子

NHK介護百人一首2020(NHK編 他) 1冊

点:若林安也子

校:有光美穂 笹川雅子

図解眠れなくなるほど面白いたん

ぱく質の話(藤田聡監修) 3冊

点:浜田史子

校:鴻上真理 木村寿子

生理用品の社会史

(田中ひかる) 4冊

点:栗栖 忍

校:G校正 橋詰玲子

セトウツミ3(此元和津也) 1冊

点:福井真由美

校:G校正 南 佳奈

セトウツミ4(此元和津也) 1冊

点:福井真由美

校:G校正 南 佳奈

楽しくわかる万葉集

(中西進監修) 4冊

点:鴻上真理

校:糸山武博 宗像真李子

名もなき復讐者ZEGEN

(登美丘丈) 4冊

点:中川春美

校:川崎安恵 生嶋貞夫

福元悦子

サカナ･レッスン(K･フリン) 3冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝 八木光子

びんの悪魔

(R.L.スティーブンソン) 1冊

点:前田久子

校:宗像真李子 八木光子

ぼくがゆびをぱちんとならして､

きみがおとなになるまえの詩集

(斉藤倫) 1冊

点:雀部喜久子

校:加尾美千子 清水浩子

漫画家と猫Voｌ.1

(萩尾望都 他) 2冊

点:雪岡加奈子

校:丸山順介 八木光子

Mizukiの混ぜて焼くだけ｡はじめて

でも失敗しないホットケーキ

ミックスのお菓子

(Mizuki) 1冊

点:高橋淳子

校:小林陽子 橋詰玲子

密命請負人影狼(中岡潤一郎) 3冊

点:宍戸邦栄

校:木村寿子 八木光子

みんな､忙しすぎませんかね?

(笑い飯･哲夫 他) 3冊

点:平澤敦子

校:塚本紀子 宗像真李子

【お詫び】前号に記載した

8･9月号の学校教材の点訳者

に誤りがありました｡お詫び

して再掲載いたします。

学校教材

「新編 新しい国語6年」10冊

点訳:木虎真紀 山口節子

校:田中真理子

 録 音 製 作  

7･8月分完成録音図書

45タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

青いあいつがやってきた!?

(松井ラフ 他) 1:46

音:竹田佳代

イスラムが効く!(内藤正典 他) 6:55

音:宮 清子

校:那須由美子 鈴木ますみ

吉田典子

編:佐藤保子

戦歌(由木輪) 6:42

音:壁谷岑子

校:久保洋子 栗本慶子

植田美穂子

編:上月直子

異能の男ジャニー喜多川

(小菅宏) 7:25

音:和田ゆう子

校:西村郁子 八田芙未子

編:岡村佳子

異論のススメ正論のススメ

(佐伯啓思) 13:33

音:橋本順子

校:松井喜美代 岡村佳子

西田芳美

編:山崎千代子

おれ､よびだしになる

(中川ひろたか) 0:36

音:下山とよみ

風を切って走りたい!

(高橋うらら) 3:01

音:溝渕久美子

関西の地域振興と国際化

(市川顕 他) 10:16

音:松井喜美代

校:橋本順子 松浦洋子

伊東晴子

編:山崎千代子

感 謝 報 告
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がんを再発･転移させない免疫

活性力(生活情報研究会編) 4:33

音:橋村惠子

校:鈴木ますみ 松井喜美代

編:浜本裕子

キャパとゲルダ

(M.アロンソン 他) 12:30

音:小林幸子

京都･大阪･神戸マニアック博物館

(町田忍監修) 7:05

音:岩田真智子

校:川辺洋子 久保洋子

木村純子

編:吉川順子

京都の通りを歩いて愉しむ

(柏井寿) 6:15

音:川端砂代子

校:弘津千加子 金井典子

西田芳美

編:植田美穂子

恐竜まみれ(小林快次) 7:06

音:辻野玲子

校:中澤康子 土井賀津子

編:大坂陽子

くり返し読みたいブッダの言葉

(山川宗玄) 2:18

音:野村昭子

校:石原英子 宮 清子

土井賀津子

編:吉田典子

5年たったら正社員!?(嶋崎量) 4:29

音:柳本絹子

校:矢切素子 下山とよみ

荒木良子

編:大坂陽子

今宵も美酒を(佐々木久子) 7:08

音:山口和葉

校:久保洋子 澤田和代

辻野玲子

編:吉川順子

これからの教養 激変する世界

を生き抜くための知の11講

(菅付雅信 他) 10:55

音:岩井悦子

校:大坂陽子 松浦洋子

岩崎千佐子

編:岡村佳子

11番目の取引

(A.ホリングスワース) 9:52

音:北川温子

吹奏楽部アナザーストーリー上

(オザワ部長) 5:24

音:有末 道

校:植田美穂子 中澤康子

本村英子

編:古跡眞知子

すぐに役立つ図解とQ&Aで納得損害

賠償･慰謝料をめぐる法律と

トラブル解決法165

(奈良恒則監修) 10:59

音:濵名あきよ

校:下山とよみ 濵 欣子

世界の危険思想

(丸山ゴンザレス) 4:01

音:那須由美子

校:宮 清子 松浦洋子

松井喜美代

編:小倉玲子

世界文明史の試み 下

(山崎正和) 11:21

音:東 佳子

校:飯村紀子 上田道子

濵 欣子

編:辻野玲子

竹之御所流尼寺三光院の毎日やさい

精進料理

(西井香春) 3:22

音:大里いずみ

校:金井典子 渡辺一枝

編:岩崎千佐子

タヌキのきょうしつ(山下明生) 1:19

音:大桑久美子

校:北川温子

天使のにもつ(いとうみく) 4:40

音:白石里佳

校:山田喜志子

飛ぶための百歩(G.フェスタ) 3:16

音:山田喜志子

校:白石里佳

鈍感な世界に生きる敏感な人たち

(I･サン) 4:51

音:有川美津子

校:阪本由美子 辻野玲子

編:大坂陽子

ながーい5ふん みじかい5ふん

(E.G.スキャンロン) 0:34

音:二宮真理

なにわ大坂をつくった100人古代

～15世紀篇(関西･大阪21世紀

協会編著) 14:26

音:濵 欣子

校:濵名あきよ 坪田捷子

八田芙未子

編:山崎千代子

ニッポン宇宙開発秘史

(的川泰宣) 5:59

音:夛田禮子

校:金井典子

日本史の新常識(文芸春秋編) 7:51

音:壁谷岑子

校:久保洋子 宮 清子

吉田典子

編:山崎千代子

ねこと王さま(N.シャラット) 1:41

音:小倉玲子

年中行事入門(一条真也) 4:31

音:竹内清子

校:岡村佳子 土井賀津子

編:前田元子

拝啓｢オトナ理系男子｣さま､

"着づかい"のコツお教えします

(境野詢子) 5:40

音:廣野美代子

校:佐古智子 米谷治子

木村純子

編:八田芙未子

83 1/4歳の素晴らしき日々

(H･フルーン) 14:06

音:栗本慶子

校:桃井輝子 岩田真智子

濵 欣子

編:古跡眞知子

ヒロシマ消えたかぞく

(指田和) 1:00

音:伊東晴子

フラミンゴボーイ

(M･モーパーゴ) 9:33

音:木村純子

平和のバトン(弓狩匡純) 3:51

音:寺下千秋

北極と南極の｢へぇ～｣くらべて

わかる地球のこと(中山由美) 2:31

音:福島博子

感 謝 報 告
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ポリぶくろ､1まい､すてた

(M.ポール) 0:56

音:濵名あきよ

マメな豆の話(吉田よし子) 8:50

音:飯村紀子

校:東 佳子 鳥山正彦

金井典子

編:山崎千代子

夜行列車よ永遠に

(｢旅と鉄道｣編集部編) 6:29

音:平田惠美子

校:羽田直美 松井喜美代

編:辻野玲子

山のちょうじょうの木のてっぺん

(最上一平 他) 0:35

音:橋本万里

月と珊瑚(上条さなえ) 2:58

音:目連雅子

廉太郎ノオト(谷津矢車) 12:11

音:西田芳美

 プライベート製作  

点字図書

Pathways1(B･T･Chase) 10冊

点･校:グループONE

Weaving It Together3

(M･Broukal) 8冊

点･校:グループONE

いのちの歌(楽譜) 1冊

点:辻野純代 校:橋本和代

2020年度 第3回公開テスト 国語

小学6年 1冊

点:松井育子 校:藤井恵美子

2020年度 第3回公開テスト 算数

小学6年 1冊

点:足立幸子 校:古財芳子

「金平糖｣第148回 短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

Bluetoothキーボード BSKBB700

シリーズ 取扱説明書 1冊

点:鴻上真理 校:糸山武博

對敵基本動作(抜粋) 1冊

点:待田敏彦 校:糸山武博

四百年の伝統に生きる天道流

武術のすべて(抜粋)

(阿部豊子) 1冊

点:待田敏彦 校:糸山武博

録音図書

未来は､えらべる!

(本田健 他) 5:12

音･編:髙橋由紀江

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2020年8･9月号

発送:木下正義 中島千恵

中島小夜子 西垣泰子 山田一弘

『読書』2020年8･9月号

デイジー版 1:11

音:寺下千秋

校:下山とよみ

発送:並木昌子 井川倭文子

『JRニュース』

2020年8月号 点字版 3冊

2020年9月号 点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

『アミ･ドゥ･ブライユ』

第29号 点字版 1冊

第30号 点字版 1冊

点:梶原由美子 河村牧子

栗栖 忍 鴻上真理

清水浩子 南 佳奈

古林敬子 山根真紀子

『お役立ち目録～盲導犬』

2020年8･9月号

デイジー版 0:10

音:寺下千秋 校:下山とよみ

『子供の科学』

2020年6月号 デイジー版 3:50

2020年7月号 デイジー版 4:17

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』

2020年6月号 デイジー版 5:11

2020年7月号 デイジー版 4:20

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大屋敦子 金井典子 北川温子

木村純子 寺田美枝子 橋本万里

濵名あきよ 浜本裕子 濵 欣子

溝渕久美子 本村英子 山本雅子

『鍼灸OSAKA 完成版』Vol.35 No.3

(2019 135号)

デイジー版 11:43

音･校･編:情報文化センター

｢東洋医学チーム｣

荒木良子 有末 道 岩崎千佐子

植田美穂子 大坂陽子 片岡珠子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

佐々木マス子 佐山敦子 夛田禮子

野﨑淳子 羽淵雅子 濵名あきよ

浜本裕子 前川祐子 前田元子

三上 菊 山本雅子 渡辺一枝

『鍼灸OSAKA』Vol.35 No.4

(2019 136号)

デイジー版 10:24

音･校･編：情報文化センター

｢東洋医学チーム｣

荒木良子 有末 道 岩崎千佐子

植田美穂子 遠藤敬子 大坂陽子

岡村佳子 片岡珠子 金井典子

久保洋子 佐々木マス子 佐藤圭子

佐山敦子 関岡直江 夛田禮子

野﨑淳子 羽淵雅子 濵名あきよ

浜本裕子 濵 欣子 前川祐子

前田元子 三上 菊 山本雅子

渡辺一枝

『日経パソコン』2020年8月号

デイジー版 4:15

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 桂 公子

金井典子 川端真知子 北川温子
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木村純子 小林幸子 小森佳津子

坂口幸子 阪本由美子 佐山敦子

嶋川真理子 下山とよみ 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

『英語よもやま通信』2020年8月号

デイジー版 2:11

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

川端真知子 小林幸子 中島美穂

中原尚子 西和田惠子 前田元子

的場操代 脇本登志子

『週刊新潮』デイジー版

◆2020年7月2日号 9:22

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

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 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

◆2020年7月9日号 10:20

井尻府三重 大橋恵子 長村明子

上村裕子 坂本雪枝 阪本由美子

佐藤公平 澤井 稔 鈴木恵子

髙田雅子 武市敦子 竹山智子

寺下千秋 寺田典子 永井憲子

西岡千代子 野村純子 濵 洋一

林 由子 増田典子 向髙寿子

山田啓子 山本スズ子 山本晴代

和田ゆう子

◆2020年7月16日号 9:59

荒木節子 太田貴子 越智真弓子

北村優美子 帰村千恵 新熊美衛子

髙久俊子 田渕浩子 寺西竹子

中本和代 中村洋子 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 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 山田栄利子

和田文子 編:中本和代

◆2020年7月23日号 9:47

大坂陽子 大島幸枝 大塚しづ子

大森恵子 岡﨑節子 神谷勉子

川添美智子 川端砂代子 北元直子

久下悦子 久保諄洸 小林万智子

阪本美紀 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

玉置明美 田宮加代 坪田捷子

冨田久子 中島恵子 中地淳子

中田美里 西村早斗子 橋村惠子

兵頭賢一 平田惠美子 弘津千加子

前田元子 八十嶋敦子 吉田典子

和布浦眞里子

編:古跡眞知子

◆2020年7月30日風待月増大号 10:36

有川美津子 稲田至功子 大坂陽子

大島幸枝 大塚しづ子 岡﨑節子

上村裕子 神谷勉子 川添美智子

北元直子 久保諄洸 小池雅子

國分清子 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

嶋林茂子 島田悦代 武市敦子

地上博子 坪田捷子 寺田典子

冨田久子 中地淳子 兵頭賢一

平田惠美子 前田元子 横山栄子

和布浦眞里子

編:中本和代

◆2020年8月6日号 9:26

今岡松代 岡村勝彦 柏木和子

加藤紀美子 河原眞知子 木村加代

黒河典子 正田潤子 中村千賀子

中村直美 中本和代 野村美穂子

久富恭子 兵頭つね子 深津綾子

編:中本和代

◆2020年8月13･20日夏季特大号 12:36

荒木節子 井尻府三重 岩谷友子

上原多美子 大橋恵子 越智真弓子

北村優美子 坂口幸子 阪本由美子

清水百世 新熊美衛子 鈴木恵子

髙久俊子 寺西竹子 永井憲子

成田由起 西村道子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 服部秀美

林 由子 福井栄子 星子鐵郎

前田元子 増田典子 松原和子

山下 豊 山田栄利子 山本スズ子

山本晴代

編:中本和代

◆2020年8月27日秋初月増大号 10:38

畔田文恵 有川美津子 稲田至功子

大坂陽子 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 北元直子

久下悦子 久保諄洸 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 嶋林茂子

島田悦代 髙田雅子 武市敦子

竹山智子 田宮加代 坪田捷子

寺下千秋 冨田久子 中島恵子

中地淳子 中田美里 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

八十嶋敦子 横山栄子 和田ゆう子

和布浦眞里子

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

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 当房公子 福冨小夜子

堀川由美子 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 永崎利恵
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感 謝 報 告

◆7･8月の貸出実績

点字 7月:118tl 8月:157tl

DAISY 7月:3101tl 8月:3288tl

テープ 7月:19tl 8月:27tl

★7･8月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

[7月]

アクセサリーの歴史事典 上

(K.M.レスター)､生きものたち

の秘められた性生活(J･ハワー

ド)､お好み焼きの物語(近代食

文化研究会)､韓めし政治学(黒

田勝弘)

[8月]

最強!大阪桐蔭高校吹奏楽部

(オザワ部長)､新宿二丁目(伏

見憲明)､｢通貨｣の正体(浜矩

子)､前回までのあらすじ(羽衣

石水軍)

【録音図書】

[7月]

私が選ぶ名監督10人(野村克

也)､自律神経を整える｢わがま

ま｣健康法(小林弘幸)､もの書

く人のかたわらには､いつも猫

がいた(角田光代 他)､ハーメ

ルンに哭く笛(藤木稟)

[8月]

ゲート SEASON2-1 自衛隊彼の

海にて､斯く戦えり 抜錨編(柳

内たくみ)､安倍政治100のファ

クトチェック(南彰 他)､私が選

ぶ名監督10人(野村克也)､日本

人の9割が信じている残念な理

系の常識(おもしろサイエンス学

会編)

整理・情報サービス

板波キミ 鱗星千恵子

岡田満千代

電子書籍

池尻三千子 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｡

◆テキストDAISY図書

ちくま文学の森7悪いやつの物語

テキスト校正:中川幸子

DAISY編集:浦浜容子

DAISY校正:森田敏子

ソウルで学ぼう

テキスト化:軒原 修 森田敏子

DAISY校正:足立佐紀子

加藤珠子 森田敏子 山田理子

花緑の幸せ入門｢笑う門には福来

たる｣のか? スピリチュアル風味

スキャン:岩井和美

テキスト化:池尻三千子

岩井和美 加藤珠子

画像･DAISY編集:加藤珠子

DAISY校正:森田敏子

◆マルチメディアDAISY図書

ラチとらいおん

スキャン:西村佐世子

テキスト化:加藤珠子 森田敏子

DAISY校正:山田理子

音:水野順子 伊東晴子

◆プライベート製作

見て覚える!社会福祉士国試ナビ

2020

足立佐紀子 浦浜容子 加藤珠子

笠松幸彦 中川幸子 軒原 修

森田敏子 山田理子

◆視覚障害者用具取説テキスト化

音声付き電子体温計

音声付きキーホルダー時計

ボイスキッチンスケール

田中かおり

 対面リーディング  

『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 DISC.05」

ナレーション:古澤滿壽枝

台本制作･編集:尾崎一恵

古澤滿壽枝 松原 博

台本校正:那須由美子

「警部補 古畑任三郎

2nd season DISC.01」

ナレーション･台本制作･編集:

勝亦悦子 田中千壽子

台本校正:藤井倫子

「任侠学園」

ナレーション:廣野美代子

台本制作･編集:廣野美代子

藤井倫子

台本校正:平林育子

◆上映協力

わろう座映画体験会

「警部補 古畑任三郎」(8月6日)

尾崎一恵 勝亦悦子 阪口雅代

鹿津直美 田中千壽子 中村京子

那須由美子 西川真知子 廣野美代子

藤井倫子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【7･8月実績】

HP更新:中条正信

週報:7月 伊藤 勇 8月 木村朱美

◆ICTサロン講習サポート

石川昌宏 斧田綱子 木村朱美

栗谷博子 萩原博子



水野さんと夛田さん､若槻さんが朗読録音表彰

公益財団法人鉄道弘済会の今年度第50回記念

朗読録音奉仕者表彰が発表され、全国表彰の文

部科学大臣賞に水野順子さん、西日本地区表彰

の朗読録音の部で夛田禮子さん、同DAISY編集
た だ れいこ

の部で若槻敬子さんが受賞されました。水野さ

んは地区･全国表彰を経て、活動歴36年1,648時

間229タイトル中、専門書813時間109タイトルの

実績が高く評価され、夛田さんは29年1,692時間

238タイトル(専門書1049時間133タイトル)、若

槻さんはDAISY編集15年1286時間174タイトル(専

門書515時間79タイトル)の功績が認められたも

のです(数字は切上)。また、当館で校正作業を

されている酒居よし枝さんも、地元姫路市の団

体の推薦で全国表彰･DAISY編集の表彰を受けら

れました。皆さまのご受賞をお祝いするととも

に、今後ますますのご活躍をお祈りいたします。

専門点訳･音訳講習会が相次いで開講

今年２月から開講を見送ってきた毎日新聞大

阪社会事業団と当館主催の専門点訳・音訳講習

会が８月から相次いで開講。コロナ禍の中、イ

ンターネット会議システムも取り入れ、前年度

第32回の専門点訳｢理科､算数･数学コース｣(福

井哲也講師)に21人、今年度第33回の専門音訳

｢音声解説基礎･応用コース｣(林田茂講師他)に

18人、同専門点訳｢古文コース｣(澤田祐子講師)

に20人が受講され、10月開講の専門点訳｢点字

楽譜コース｣(加藤俊和講師)にも札幌や福岡も

含めて18人が受講される予定です。

【感謝報告の続き】－－－－－－－－－－－－

 ご 寄 附  

園田香代子 大宮清子 山崎克枝 湯川欣晃

若松ひろみ 匿名５人

アミ･ドゥ･ブライユ指定 南山美智子 匿名１人

(敬称略をご容赦下さい)

◆『アミ･ドゥ･ブライユ』継続に多額のご寄附

｢指先から感じる読書の喜び｣を広げて欲しい

という匿名のご寄附から始まった｢点字たねまき

事業｣。2015年から児童雑誌『アミ･ドゥ･ブラ

イユ』を発行し、全国120人･校に無償送付し、

30号に達しました。発行資金が尽きかけていた

ところ、匿名希望の点訳ボランティアの方など

からご厚志を頂戴し、来年度も継続発行できる

ことになりました。心から感謝申し上げます。

ボランティア友の会世話人会報告

9月10日(木)10:00～11:30

出席者:池本､植田､大安､奥､尾崎､笠松､田中､

(館から竹下､林田､大岡､柏木)

<館からの報告>

･ボランティアのご逝去､人事異動、2019年度

の活動実績等について(本誌２～３頁参照)

<協議事項>

･施設見学会について

<次回>11月12日(木)施設見学会後開催

あ ゆ み

【８月】

７日 わろう座映画体験会｢警部補 古畑任三郎｣

８日 オープンデー(館内見学日、２人)

13日～17日 夏期全館休館

20日 専門点訳｢理科､算数･数学コース｣開講

【９月】

９日 専門音訳｢音声解説基礎･応用コース｣開講

10日 ボランティア友の会世話人会

16日 専門点訳｢古文コース｣開講

予 定

【10月】

１日 日本ライトハウス展開幕(YouTube公開)

８日 専門点訳｢点字楽譜コース｣開講

10日 オープンデー(館内見学日、要予約)

22日 わろう座映画体験会｢任侠学園｣

編 集 ｢何だか最近おじいちゃんのアイデン

後 記 ティティが生まれてきた｣と隣の館長｡

息子さんの結婚とほぼ同時に、同世代の私が

おめでたの報告をした事で影響を受けられてい

るようです｡｢こんな時に久々に良いニュースを

聞いた｣と多くの方に声を掛けて頂き､とても有

り難く思います｡予定の３月まで残り５ヶ月ほ

ど｡安静に過ごし無事に生まれますように(亜)
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