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掲 示 板

日本点字130周年記念オンライン講演会開催

1890(明治23)年11月１日、東京盲唖学校で開

かれた日本点字選定会議で、石川倉次の点字配

列案が採択されました。それから時を重ね、本

年11月１日は、日本の点字が誕生して130周年と

なりました。当館ではこれを記念して、点字製

作係をはじめ当館のボランティアを対象に講演

会を開くことにしました。12月12日(土)の午後、

若者の点字ユーザーなどの講演をインターネッ

トでライブ配信する予定です(館内での視聴も出

来ます)。詳細は各係からメールや電話でお伝え

する他、次号にも掲載します。コロナ禍で来館

活動を縮小し、皆さんと顔を合わせる機会が減

る中、オンラインを活用して、点字の大切さと

必要性をご一緒に再確認したいと思います。

音声解説付き映画を体験してみませんか

今年のボランティア友の会施設見学会は、館

内で当館の音声解説ボランティアが製作した映

画｢バースデーカード｣の上映体験会を行います。

未体験の方はぜひ参加して、ご鑑賞ください。

日時 11月12日(木)13時00分～16時00分

申込 当館総務係(電話06-6441-0015)まで

ラジオ大阪｢話の目薬｣に当法人が定期出演

OBC ラジオ大阪の番組｢話の目薬ミュージッ

クソン｣をご存じですか？視覚障害者に役立つ

情報や話題を放送するこの番組が10月から８ヶ

月ぶりに再スタートし、月に１度、日本ライト

ハウスが情報提供を行うことになりました。放

送は毎週火曜日夜８時から26分。キャスターは

視覚障害者の西村登代子さんと原田年晴アナ。

インターネットの radiko(ラジコ)では、過去１

週間以内の放送をいつでも聴くことができます。

盲導犬カレンダー2021年版が入荷しました

来年の盲導犬カレンダー(1,000円)の他、肉球

をデザインしたリサイクルコットンの巾着(500

円)など、盲導犬訓練所の新しいチャリティグ

ッズが入荷しました。３階総務係へどうぞ。

11月の休館・休室予定

11月３日(火)祝日＝全館休館

11月10日(火)＝５階サービスフロア臨時休室

(11月１日・３日｢日ラ展トークイベント｣振替)

11月12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
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読書バリアフリー法協議会で｢当面の方針｣を発表
点字図書館､サピエ､端末機器､ボランティア等に関する支援充実を謳う

今年７月公表された｢読書バリアフリー法｣(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)

の｢基本計画｣の促進を図る｢関係者協議会(第６回)｣が10月２日、オンラインで開催されました。

当日は関係省庁の他、関係16団体の代表が参加。私も全視情協(全国視覚障害者情報提供施設協会)

理事長として出席しましたが、厚生労働省から発表された｢当面の取組｣には、視覚障害者等の読書環

境の充実に繋がる実効性に乏しく、粘り強い働きかけの必要性を痛感しました。(館長 竹下 亘）

｢基本計画｣は、これから2024年度まで４年半

をかけて具体化が進められます。当日、厚労省

から発表された｢当面の取組｣では、Ｉ 総論と

して、(1)都道府県等への計画策定の働きかけ、

(2)ＨＰやリーフレット等による国民等への周

知が謳われたほか、Ⅱ 個別課題では、点字図

書館(以下、点図)や視覚障害者に関わる取組と

して主に以下のような内容が示されました。

(番号は原文の引用ですので、飛んでいます。)

１.視覚障害者等による図書館の利用に係る

体制の整備等(第９条関係)

(3)点図におけるアクセシブルな書籍等の充

実や視覚障害者等の円滑な利用を図るため、地

方公共団体等への支援の充実、視覚障害者以外

の障害種別の者の利用に向けての促進などに取

り組む。更に、点図の実態把握のため必要な調

査等を実施する。(5)協議会の設置やノウハウ

の提供など、点図や公共図書館(以下、公図)等

の連携促進の取組に対する好事例等の普及等に

より、地方公共団体への支援を実施・検討する。

２.インターネットを利用したサービスの提供

体制の強化(第10条関係)

(1)サピエ図書館の安定的な運営、広報活動

等の推進を通じた利用者の増加を図るため、シ

ステム管理団体(日点)や運営団体(全視情協)と

定期的に協議しつつ、支援の充実に取り組む。

６.端末機器等及び関係情報の入手支援、情報

通信技術の習得支援(第14･15条関係)

(1)点図における ICT の習得支援の充実を図

るため、地方公共団体に対する支援の充実に取

り組む。更に、点図における支援の実施状況等

の把握のための必要な調査等を実施する。(2)障

害者 ICT サポート総合推進事業について、点図

との連携による効率的な実施方法を検討する。

(3)点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等

の適切な給付が実施されるように、日常生活用

具給付等事業の推進実施を促す。

８.製作人材・図書館サービス人材の育成

(第17条関係)

(2)点図における製作人材等の育成の充実を

図るため、地方公共団体における先行事例や関

係者等の意見を踏まえながら、地方公共団体に

対する支援の充実に取り組む。(4)点図、点字

出版施設、公図等における、製作人材の人数や養

成研修の実施状況などの製作人材の育成の実状把

握のため、必要な調査を実施する。

国の｢取組｣の課題と、今後の改善を目指して

以上の通り、国の｢取組｣は、調査や関係調整

が主で、実際の事業は地方公共団体に委ねられ

ています。厚労省の新規事業としては都道府県、

指定都市、中核市を対象にした｢地域における

読書バリアフリー体制強化事業｣があり、その内

容は、(1)点図から公図等に対する対面朗読サー

ビスやサピエの利用に関する研修会等の実施、

(2)視覚障害以外の障害者に対する利用促進に

対する支援、(3)地域における図書等の点字・音

声・テキストデータ化ができる人材養成の強化

等となっています。しかし、これは各自治体が

予算を捻出しない限り実施されない｢地域生活

支援事業｣で、まだ13自治体に止まっています。

今後も私はこの協議会に参加し、厚労省等に

問題指摘と改善の要望を続け、少しでも点図や

サピエ、そしてボランティア活動への有効な支

援が進められ、視覚障害者等の読書環境が改善

されるように取り組んでいきたいと思います。

センターのページ
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読み方検索｢音調べ｣をご活用ください
120万件近くの地名などの読み方を登録・公開中

読み方検索｢音調べ｣は、ボランティアの方々

のご協力のもと、1997年から入力・利用の始ま

った｢読み方調べ｣のデータをもとに作成された

点訳・音訳作業のための検索システムです。こ

れまでは一部重複したデータも含まれていまし

たが、９月までにデータの重複チェックが終了

し、1,169,571件に及ぶ地名などの｢事項｣に関

する語句の読み方が登録・公開されました。

この膨大なデータの入力には、20年余に亘り、

多数の｢情報システム｣のボランティアの皆さん

にご尽力いただき、2013年後半からはお一人の

方が編集作業に取り組んで来てくださいました。

｢音調べ｣は、館内６・７・８階に設置した検

索用パソコンの他、インターネットを使える環

境があれば、ご自宅でも検索が可能です。感染

症対策でご家庭での活動が増える中、読みの調

査の一手段としてご活用いただければ幸いです。

なお、｢音調べ｣は、ご自宅では読み方のみの

検索となりますが、館内では、読み方に加え、

その語句の解説も参照できます(著作権法上、

解説はご自宅では閲覧できません）。

館内用｢音調べ｣の検索画面

ご利用は、原則として当館のボランティアと

させていただいています。ユーザーＩＤとパス

ワード、検索方法などは、製作部各係の職員が

ご説明します。ぜひお気軽にご利用ください。

◆｢音調べ｣のホームページアドレス

http://info.iccb.jp/yomikata/

サービスフロアと早川福祉会館で電子機器の利用を支援

情報機器を上手に使って、生活を豊かにしていただくために

サービス部 前北純弥

当館５階、視覚障害者向けの用具や機器を展

示・紹介・販売するサービスフロアには、視覚

障害当事者スタッフも勤務しています。私もそ

の一人。主な業務は、機器操作に関する個人講

習や電話応対です。フロアには毎日多くの方が

来館され、お電話をいただきますが、その中で

パソコン、プレクストーク、iPhone や iPad と

いった電子機器の使い方に関するサポートを行

うのが私の仕事です。

この仕事に就いて特に難しいと感じたのは、

電話でのサポート。電話越しに機器の音声を聴

きながら操作を誘導するのですが、これがなか

なか難しいのです。まず状況の把握。たとえば

｢パソコンの音声が出ない｣というお問い合わせ

があったとすると、｢何を読み上げないの？｣

｢どんな操作をしていたの？｣｢いつから音声が

出ないの？｣など、状況を明確にするために、

いくつかの確認が必要です。音が出ないという

困りごとに至った経緯や原因をいろいろと想定

しながら、解決のための操作を考えていきます。

館内で行う個人講習では、その方の希望内容

を伺い、一人一人のペースに合わせながら操作

をご案内します。ここ数年は iPhone を使いた

いというご希望も多く、音声読み上げ機能(ボ

センターのページ
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イスオーバー)を活用した基本操作をお伝えす

る機会も増えています。従来のガラケーとは全

く操作が異なるため、最初は戸惑う方もおられ

ますが、活字印刷物の読み取りやナビ機能、情報

検索、音声解説付きの映画鑑賞など、日常生活

を便利にするツールとしても利用されています。

初めて利用されるという意味では、デイジー

図書再生機器プレクストークのご紹介や操作講

習の機会も多いです。視覚障害によって、以前

のように読書を楽しめなくなってしまった方が

｢また本が読める｣と喜んでおられる様子に出会

えるとこちらも嬉しく思います。読書に限らず、

興味のある情報を得ること、コミュニケーション

をとること、生活を豊かにすることに機器を

据置型と携帯型のプレクストーク(左＝ＰＴＲ３／

ＰＴＮ３、右＝リンクポケット／ＰＴＰ１）

上手に使っていただきたいと願っています。

昨年から週に１日、日本ライトハウスが大阪

市の委託を受けて運営している早川福祉会館点

字図書室に出張勤務していますが、そこでは

｢地域講習会｣という新たな取り組みにも携わっ

ています。月に１度、大阪市内各区で区民セン

ター等の場所を借り、出張での機器サポートを

行っています。なかには｢早川は遠くてなかな

か行けないけど近くなので参加しました｣とい

うお声もあり、これからも新たな出会いが増え

ていけばいいなと感じています。

視覚に障害があると情報が得にくくなります。

重要なことも、くだらないように思われること

も含めて自由に情報にアクセスできることが、

私たちの生活を充実させてくれます。ただ便利

だといわれる機器も、手に入れるだけでは何の

役にも立ちません。長く使い続けていただき、

それぞれのやりたいことに活用してもらって

はじめて意味があると思います。その活用方法

を一緒に考え、情報機器を良きパートナーとし

ていただき、少しでも希望をかなえていただけ

るように努めていきたいと思います。

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2020年9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  

9月分完成点字図書

11タイトル30冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

忙しくて余裕ない日は､豆腐にしよう｡

(今泉久美) 1冊

点:辻 志津江

校:木内孝子 橋詰玲子

虐待死(川崎二三彦) 3冊

点:梶原由美子

校:高橋淳子 橋詰玲子

銀河の片隅で科学夜話(全卓樹) 2冊

点:清水浩子

校:中沢由美子 河村牧子

平野 健

さいはての中国(安田峰俊) 4冊

点:山口節子

校:糸山武博 平野 健

酒の日本文化史(横田弘幸) 3冊

点:春江由美子

校:古林敬子 平野 健

死してなお踊れ(栗原康) 4冊

点:小林陽子

校:雪岡加奈子 平野 健

線香花火のような恋だった

(櫻井千姫) 3冊

点:木内孝子

校:辻 志津江 宗像真李子

日帰り温泉 3冊

点:永薮直子

校:松井育子 福元悦子

ペンギンうらない(坂崎千春) 1冊

点:河村牧子

校:川崎安恵 橋詰玲子

落語からわかる江戸の死

(稲田和浩) 3冊

点:小林陽子

校:髙木智佳子 丸山順介

落語からわかる江戸の食

(稲田和浩) 3冊

点:髙木智佳子

校:小林陽子 丸山順介

感 謝 報 告
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学校教材

＊2020年度後期用点字教科書

として以下の通り製作してい

ただきました。ご協力に心か

ら感謝申し上げます。

小学校10校･15タイトル

大学２校･３タイトル

【小学校】

新編 新しい国語 一年 下 3冊

点:藤井恵美子 校:笹川雅子

新編 新しい国語 二年 下 4冊

点:林 さゆり 校:藤井恵美子

新編 新しい国語 三年 下 6冊

点:松井育子 校:藤井恵美子

新編 新しい生活 下 3冊

点:福井真由美 校:土橋貞子

図画工作 5･6年 下 2冊

点･校:乙訓点訳サークル

新しい社会 5年 下 9冊

点:中野龍子 校:奥村純子

わくわく算数 2年 下 6冊

点:浦田登志子

校:篠田弓枝 澤田祐子

わくわく算数 3年 下 6冊

点:篠田弓枝

校:古財芳子 澤田祐子

みんなと学ぶ 小学校算数 2年 下

6冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 3年 下

8冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 6年

13冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 6年

中学へのかけ橋 2冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

小学算数 5年 下 8冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

わくわく算数 5年 14冊

点:足立幸子

校:古財芳子 山本普実雄

澤田祐子

小学社会 6年 13冊

点･校:糸山武博 鴻上真理

【大学】

kapitalisumus 3冊

点:土橋貞子

ドイツ語テキスト 8冊

点･校:グループONE

ドイツ語ワークブック 7冊

点･校:グループONE

 録 音 製 作  

9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)

生きるための図書館

(竹内悊) 7:19

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 大西祥子

松井喜美代

編:寺田典子

いじめ･虐待･貧困から子ども

たちを守るためのQ&A100

(岩田美香 他) 7:02

音:寺田典子

校:上田道子 荒木良子

編:松本紀代

1億3000万人のためのｅスポーツ

入門

(但木一真) 5:33

音:嶋津美香

校:辻野玲子 福島博子

編:本村英子

京阪神発半日旅

(吉田友和) 8:59

音:羽田直美

校:上田道子 久保洋子

編:荒木良子

現場の悩みを知り尽くしたプロが

教えるクレーム対応の教科書

(援川聡) 5:07

音:井駒多津子

校:外園朝代 金井典子

ご先祖様､ただいま捜索中!

(丸山学) 6:13

音:濵名あきよ

校:下山とよみ 片岡珠子

35の名著でたどる科学史

(小山慶太) 7:35

音:地上博子

校:久保洋子 辻野玲子

編:山崎千代子

知ってるつもり

(S･スローマン 他) 16:42

音:山中眞理子

校:山口孝代

シニアの心臓が危ない!

(下川宏明監修) 2:43

音:目連雅子

校:竹田佳代 佐藤圭子

植田美穂子

編:川端正子

春風亭一之輔 師いわく

(春風亭一之輔) 7:06

音:増木純子

校:有末 道 辻野玲子

編:山崎千代子

脱!暴走老人(谷本真由美) 6:27

音:岸田素子

校:松浦洋子 八田芙未子

編:阪口雅代

鳥類学者の目のツケドコロ

(松原始) 10:05

音:竹田佳代

校:目連雅子 辻野玲子

前田元子

編:石井ふみ代

テレビが映し出した平成という時代

(川本裕司) 6:40

音:片畑令子

校:小林万智子 阪越紀子

編:柳本絹子

難聴･耳鳴り･めまいの治し方

(小川郁監修) 4:45

音:濵名あきよ

校:濵 欣子 下山とよみ

日本の大名･旗本のしびれる逸話

(左文字右京) 9:37

音:川辺洋子

校:岩田真智子 佐藤圭子

荒木良子

編:小林万智子

感 謝 報 告
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認知症の親と｢成年後見人｣

(永峰英太郎) 5:32

音:大坂陽子

校:羽淵雅子 鳥山正彦

浜本裕子

編:橋村惠子

廃駅の天使(マサト真希) 9:45

音:三原佳子

校:佐藤保子 荒木良子

編:上月直子

ピアノ･レッスン(A･マンロー) 12:11

音:坂口幸子

校:大西祥子 辻野玲子

編:古跡眞知子

秘密に満ちた魔石館

(広嶋玲子) 3:11

音:二宮真理

校:宮 清子 土井賀津子

編:辻野玲子

白魔のクリスマス(田中芳樹) 6:49

音:阪本由美子

校:松浦洋子

編:八十嶋敦子

昼も夜も彷徨え(中村小夜) 14:58

音:吉田典子

校:前川祐子 外園朝代

八十嶋敦子 前田元子

編:荒木良子

まぼろしの城(西野喬) 13:10

音:野村昭子

校:石原英子 中澤康子

濵 欣子

編:八田芙未子

リベラルは死なない

(井手英策) 8:11

音:竹田佳代

校:目連雅子 中澤康子

土井賀津子

編:荒木良子

 プライベート製作  

点字図書

｢金平糖｣第149回 短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

FLUTE1(ヤマハ音楽振興会編) 1冊

点:奥村純子 校:橋本和代

FLUTE Repertoire1

(ヤマハ音楽振興会編) 1冊

点:橋本和代 校:奥村純子

第2章 天道流武術の解説(抜粋) 1冊

点:待田敏彦 校:糸山武博

Panasonic ワンセグTV音声-FM-AM

3バンドレシーバー 取扱説明書

(パナソニック株式会社

アプライアンス社) 1冊

点:山口節子 校:木虎真紀

録音図書

｢コロナ｣から日常を取り戻す 11:08

音･編:辻野玲子

PUFFと怪獣倶楽部の時代

(中島紳介) 23:05

音･編:三上 菊

能楽手帖(天野文雄) 18:54

音:松浦洋子 編:濵 欣子

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2020年10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10月号

デイジー版 1:06

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

『JRニュース』2020年10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31号

点字版 1冊

点:梶原由美子 栗栖 忍

鴻上真理 南 佳奈

山根真紀子

『お役立ち目録～鉄道あれこれ』

2020年10月号

デイジー版 0:13

音:下山とよみ 校:寺下千秋

『子供の科学』2020年8月号

デイジー版 4:33

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

『サイエンスかわら版』2020年8月号

デイジー版 4:15

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大桑久美子 阪本美紀 夛田禮子

濵名あきよ 濵 欣子 福島博子

溝渕久美子

『日経パソコン』2020年9月号

デイジー版 4:43

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

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 目連雅子

『英語よもやま通信』

デイジー版 2020年9月号 2:16

デイジー版 2020年10月号 2:25

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 小林幸子

辻本紀枝 中島美穂 中島 睦

中原尚子 西田芳美 西和田惠子

前田元子 眞津野秀子 的場操代

山崎千代子 山本 香 脇本登志子

『週刊新潮』デイジー版

◆2020年9月3日号 9:15

今岡松代 奥田和美 柏木和子

上田啓子 河原眞知子 衣田智恵美
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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 久富恭子

兵頭つね子 深津綾子

編:中本和代

◆2020年9月10日号 10:16

上原多美子 岡﨑節子 長村明子

加藤和夫 上村裕子 坂口幸子

坂本雪枝 阪本由美子 佐藤公平

澤井 稔 鈴木恵子 武市敦子

寺下千秋 西村早斗子 林 由子

兵頭賢一 平田惠美子 福井栄子

増田典子 八十嶋敦子 山本晴代

編:古跡眞知子

◆2020年9月17日号 9:59

荒木節子 岩谷友子 越智真弓子

北村優美子 帰村千恵 清水百世

髙久俊子 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 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9月24日秋風月増大号 10:19

畔田文恵 有川美津子 大久保美弥

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

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

國分清子 阪本美紀 坂本雪枝

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 島田悦代 嶋津美香

鈴木栄二 髙田雅子 武市敦子

玉置明美 地上博子 坪田捷子

冨田久子 中地淳子 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 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 深見真理

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

◆9月の貸出実績

点字 122tl DAISY 2784tl

テープ 22tl

整理・情報サービス

板波キミ 板谷照美 鱗星千恵子

岡田満千代

電子書籍

池尻三千子 木原富子 佐藤久子

千徳節子 西村佐世子 山本町子

情報システム

森田敏子

 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

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

｢釣りバカ日誌19｣

ナレーション:松永和子

台本制作･編集:鹿津直美

松永和子

台本校正:藤井倫子

 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

 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

選んだ道が一番いい道 いつも

小さなすてきは見つかる

テキスト化:山城新一

大里いずみ

DAISY編集:大和佳代

DAISY校正:加藤珠子

脳のため光を浴びよ肉を食べよう

テキスト化:大和佳代 山城新一

DAISY編集:軒原 修

DAISY校正:森田敏子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【9月実績】

週報:石川昌宏

HP更新:中条正信

◆ICTサロン講習サポート

木村朱美 萩原博子

 ご 寄 附  

公益財団法人鉄道弘済会西日本支部

木下正義 松井順子 宮 清子

渡辺典子 匿名2件

(敬称略をご容赦下さい)



前田綾子さんが朗読録音特別功労賞を受賞

公益財団法人鉄道弘済会の朗読録音奉仕者表

彰の当館受賞者は先月号でお伝えしましたが、

さらに、今年度第50回記念の特別功労賞を前田

綾子さんが受賞されました。前田さんは当館が

録音図書の製作貸出を

開始した1959(昭和34)年

から音訳録音を始められ、

以来62年間に渡り、現在

も当館に通い収録されて

いるほか、当館を含め府

内各地で小説等の音訳を

指導して来られました。

前田さんの受賞は当館の

誇りであり、今後もお元

気で活動を続けられるように心から願います。

なお、前田さん、水野さん、夛田さん、若槻

さんら今年度の受賞者の授与式がコロナ禍で中

止になったため、当館では11月26日(木)12時15

分から４階会議室で、ささやかな祝賀式を開催

します。お知り合いの方はぜひご参列ください。

当館の音訳講習会が下半期から開講

今年度上半期、中止せざるを得なかった当館

のボランティア講習会ですが、下半期から音訳

講習会は以下の通り開講しました。点訳も来春

の本格再開を目指して準備したいと思います。

音訳ボランティア養成講習会(２)2020年度後

期(安田知博講師、10人)

音訳ボランティア養成講習会(３)2021年度受

講前フォローアップ講座(安田知博講師他､８人)

橋本勝利のフォローアップ講座2020年度後期

(水曜９人、金曜７人)

読み方講座(前田綾子講師、10人）

専門点訳・音訳講習会が大きな成果

コロナ禍に対処しながら開催している今年度

の専門点訳・音訳講習会ですが、大きな成果が

上がっています。専門音訳・音声解説コースは

小グループに分かれて音声解説の試作に取り組

み、最終日には視覚障害者のモニターも交えて

上映体験会を開催し、16人が修了。専門点訳・

楽譜コースは加藤俊和講師を含め全員オンライ

ンで、北海道から沖縄まで14都道府県から29人

が受講して開催中。澤田祐子講師の専門点訳・

古文コースも来場とオンライン半々で19人が受

講中。また前田綾子講師の専門音訳・小説の読

み方コースには、コロナ禍で各地の講習会が中

止になった影響か、定員12人×２回の講習に32

グループ80人の応募があり、抽選で多くの方に

受講を諦めていただきました。こういう時期だ

からこそ、工夫と注意を払いながら、質の高い

点訳・音訳講習会を実施したいと思います。

あ ゆ み
【10月】

１日 日本ライトハウス展2020オンライン企画

開幕(YouTubeで３月末まで公開中)

対面リーディングサービス再開

10日 オープンデー(館内見学日、２人)

21日 見学:リハセン実習生他

22日 わろう座映画体験会｢任侠学園｣

24日 見学:関西医科大学

予 定
【11月】

１日･３日 日ラ展オンライントークイベント

10日 ５階サービスフロア臨時休室(振替)

12日 Ｖ友の会施設見学会(館内上映体験会)

サービス部休室(書庫･在庫整理日)

14日 オープンデー(館内見学日、要予約)

19日 見学:日本ライトハウス養成部受講生

26日 鉄道弘済会受賞者祝賀式(４階会議室)

編 集 寒くなってきました。スーパーに色々

後 記 な種類のサツマイモが盛られているの

を見かけます。数年前の甘さ重視の大ブームの

火付け役となった安納芋。ねっとり濃厚な甘み

でまるでお菓子のようなおいしさの紅はるか。

絹のようになめらかな食感のシルクスイート。

昔ながらのホクホク系なら、西の鳴門金時、東

の紅あずま。オレンジ系や紫色などのカラフル

なさつまいももあります。いろいろ、食べ比べ

て、食欲の秋を楽しみましょう！焼き芋にチー

ズトッピングもおすすめです。(一)
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