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３月27日(金)は音楽と交流で楽しい１日を

今年の｢ボランティア交流会｣は３月27日(金)、

玉水記念館で開催します。年に一度、当館のボ

ランティアの皆さんと職員が顔を合わせ、親し

く交流する催しです。今年は、ゲストに盲導犬

と一緒に全国で活躍されているシンガーソング

ライターの栗山龍太さんをお迎えします。2020
りょうた

年東京オリンピック･パラリンピックのパラアスリ

ート応援ソング他の演奏とトークを予定してい

ます。また、今回もボランティアの皆様に感謝

状をお贈りしますので、ぜひご一緒にお祝いく

ださい。友の会総会、美味しいお弁当を囲んで

の歓談、お楽しみのバザーなど盛り沢山。当日

のボランティア活動は休止となります。お申込

みは各係か３階総務係までどうぞ。友の会の活

動費となるバザー物品のご提供もお願いします。

日時 ３月27日(金)10時～15時頃

会場 玉水記念館(肥後橋駅８番出口すぐ)

会費 1,000円(お弁当とお茶代)

鉄道駅や交差点での｢ひと声｣のお願い

１月、視覚障害者の駅ホーム転落事故が相次

ぎました。４頁の記事をぜひお読みください。

｢ボランティア世話人会｣交代のお願い

ボランティア友の会では、２年任期で、各係

のボランティア10人の方に｢世話人｣になってい

ただき、２ヶ月(奇数月)に１回、｢世話人会｣を

開催しています。当館とボランティアの皆さん

との情報・意見交換を行うとともに、ボランテ

ィア交流会、施設見学会など友の会の主催行事

を担当していただいています。経験された方は

異口同音に、｢最初は不安だったけど、顔見知

りが増え、色々なことを知れて良かった｣と言

われます。今春は６人が交代になります。職員か

らお声かけした際は、ぜひご協力をお願いします。

２月の休館について

２月11日(火･祝日) 全館休館

２月13日(第２木曜) ５階サービスフロアと

別館･図書貸出は休室(在庫･書庫整理日)

２月22日(土) 録音製作、電子書籍休室(23日

日曜･祝日の振替)

２月25日(火) ５階サービスフロアと別館･図書

貸出は休室(23日日曜･祝日の振替)

拡大掲示板 を８頁に掲載。お読みください。
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夜盲のある子どもたちに星空を見る喜びを！

クラウドファンディングで 「ＭＷ１０」 を全国12盲学校に寄贈

日本ライトハウスでは、2019年８月２日から10月31日まで、HOYA 株式会社の暗所視支援眼鏡

｢MW10 HiKARI ｣を盲学校に寄贈するためのクラウドファンディング『盲学校の生徒に星空を。
ひ か り

暗闇で見える暗所視支援眼鏡を届けたい。』プロジェクトを実施し、全国12校に寄贈することが

できました。このプロジェクトの経緯と成果をご報告します。(サービス部長 岡田 弥)

クラウドファンディングとは、群衆(crowd)

と資金調達(funding)を組み合わせた造語で、

インターネットを通して、不特定多数の人々か

ら事業や組織に募金や支援を募る仕組みです。

今回、クラウドファンディングを実施した

｢MW10 HiKARI ｣は世界ではじめて開発され

た暗所視支援眼鏡で、高感度カメラを搭載して、

わずかな光を増幅して眼鏡上のスクリーンに表

示します。一般の赤外線を使った暗視カメラと

は違って、暗いところでもカラーで、明るく、

綺麗に見ることができます。当館では私が中心

になって開発に協力し、一昨年から５階のサー

ビス部で紹介に努め、反響を呼んでいます。

｢夜盲｣(暗いところが極端に見えにくい症状)

のある子どもたちの中には｢星空を見たことが

ない｣｢花火大会に行ったことがない｣｢水族館は

薄暗くて何も見えない｣といった子どもたちも

います。こうした子どもたちにぜひ経験を増や

してもらい、社会に出たときの選択肢のひとつ

として暗所視支援機器を知っておいてもらおう

というのが、今回のプロジェクトの趣旨です。

HOYA 株式会社の協力の下、300万円を目標

額として寄附を募ったところ、３ヶ月の期間中

に全国122人の方々から、目標を上回る348万円

の支援をいただくことができました。そこで、

当初予定の10校に２校を加えて、合計12校に

｢MW10 HiKARI ｣を寄贈することにしました。

寄贈先の盲学校は近畿圏を中心に、開発時の

協力校や、特に要望の強かった学校などを含め

た次の12校(寄贈順)です。

①岩手県立盛岡視覚支援学校、②千葉県立

千葉盲学校、③福井県立盲学校、④京都府立

盲学校、⑤和歌山県立和歌山盲学校、⑥奈良県

立盲学校、⑦大阪府立大阪南視覚支援学校、

⑧大阪府立大阪北視覚支援学校、⑨兵庫県立

視覚特別支援学校、⑩神戸市立盲学校、

⑪熊本県立盲学校、⑫埼玉県立特別支援学校

塙保己一学園

2019年12月１日の千葉盲学校を皮切りに、

2020年１月９日の大阪府立大阪南視覚支援学校

で、全12校への贈呈式を終えました。

初めてのクラウドファンディングを使ったプ

ロジェクトでしたが、多くの方の支援を受ける

ことができました。また、新聞やラジオ、テレ

ビなど多くのメディアで取り上げていただき、

日本ライトハウスの名前とともに、盲学校や

夜盲などについて、一般の方に知ってもらうこ

とができ、いろいろな意味がある取り組みだっ

たと思います。

このプロジェクトは来年度以降も継続し、全

国の盲学校に暗所視支援機器を贈呈できればと

考えています。

京都府立盲学校での贈呈式

センターのページ
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仕事と人に恵まれ、楽しく、充実した毎日

点字との“最悪”の出会いから15年を振り返って

点字製作係 大川靖子

はじめに 皆さん、こんにちは。点字製作

係の大川靖子と申します。当館の最上階(８階)

で、最上級の知識を持ったボランティアの方々

と共に日々、お仕事させていただいております。

私は、ボランティアさんが点訳・校正してく

ださった書籍の大切なデータを拝受して二校正

者へお渡ししたり、完成した点字書籍を点字プ

リンターで印刷したりしています。

私自身も受注資料を点訳させていただいてお

りますが、まだまだ未熟者。記憶力の低下にも

苛まれて、精一杯の毎日です。

点字との出会い 私が点字と出会ったのは、

15年ほど前になるでしょうか。

“第一印象は最悪”でした。

当時、視覚障害者の授産施設に事務職員とし

て採用されたのがきっかけです。点字の知識は

もちろん、障害者福祉に皆無であることを伝え

ると、｢庶務・会計業務が主なので、点字のス

キルは問いません｣とのこと。それならば大丈

夫だと入職を決意し、安心して勤務していたの

も束の間。｢点字のスキルは問わない｣＝｢点字

を覚える必要はない｣と、大きな勘違いをして

いた私は、点訳しなければならない資料の山を

目の前にして、不安を隠せずにはいられません

でした。ただでさえ初めて足を踏み入れる分野

の環境に戸惑い、慣れることに必死だったのに、

点字も覚えなくてはならない。思うように出来

ずに空回りしてばかりの毎日が続き、そのうち

に点字を見ると腕に鳥肌が出るほど毛嫌いし、

その腕を見ていると、鳥肌のポツポツが点字に

も見えて、さらに気分が沈んでしまうほどにな

ってしまいました。

それなのに、どうして今、こうやって点字製

作係に籍を置かせていただいているのでしょう。

“第一印象が最悪”なのは、チャンスなのだ

と思います。なぜなら、後は印象がよくなる一

方だから。

凹んでいても仕方がない。せっかく就職した

のにムダにはしたくないと思い直した私は、地

域の社会福祉協議会が主催する点訳講習会に参

加し、基本的な知識を習得しました。

その後、就労継続支援Ｂ型の点字作業所へ異

動となり、点字との距離が一段と縮まりました。

毎月１日と15日に発行される広報誌を受注して

おりましたので、発行日１～２日前は納期に追

われて、まさに目が回るほど忙しかったのを覚

えています。けれども、点訳・校正から製版、

触読者との校正、印刷、製本と一連の流れを把

握し、一つのものを創り上げる作業に携わるこ

とができたのは、元来“つくること”が好きな

私の性格に合っており、楽しかったです。

楽しく、充実した毎日 お恥ずかしながら、

現在も15年前とさほど変わらずノーマルな点訳

知識しか持ち合わせておりませんので、国語、

算数・数学、外国語、理科、音楽、東洋医学な

ど専門点訳に取り組むボランティアさんを羨望

のまなざしで拝見しております。また、ボラン

ティアさんの読み合わせ校正を聞いていると、

まるで読み聞かせをしてもらっているような感

覚に陥り、何とも穏やかな気持ちになる時があ

ります。心地よく、日本語の美しさ、正しい日

本語の使い方を改めて感じています。

８階の職員の方々は、各方面のプロフェッ

ショナルが勢ぞろいしています。多方面に精通

しておられるのに謙虚で、丁寧に仕事をされる

素晴らしい方たちばかり。そんな中、私はとい

うと、物分かりが悪く、分かりやすく伝えるこ

とができない。おまけに、語彙力が乏しいとい

うのが当面の問題で、ご迷惑をおかけしてばか

り。それにも関わらず温かく見守ってくださり、

おかげさまで私は毎日がとても充実しており、

何より楽しいです。

仕事にも人にも恵まれ、護られていることに

感謝し、今日も精一杯取り組みます。

センターのページ
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駅や交差点で一人歩きの視覚障害者を見かけたら、ぜひ声かけを！

新年早々の１月６日朝、茨城県のＪＲ常磐線

石岡駅で、白杖を持った女性(64歳)がホームから

転落。電車が入ってきたものの、ホームと列車に

隙間があったため、軽傷で済むという事故があり

ました。ところが、そのわずか４日後の10日深夜、

東京のＪＲ日暮里駅で、白杖を持った男性(53

歳)がホームから転落し、電車にはねられて死亡

するという痛ましい事故が起きてしまいました。

国交省の調査(昨年４月)によると、2010～17

年度に、全国で視覚障害者が駅ホームから転落し

た事故は605件、死亡した方は10人に上っています。

駅ホーム上の点字ブロックの敷設は進んでいま

すが、ホームドアの設置は一部に止まり、しか

も乗降客の多い駅でしか予定されていません。

こうした中、私たちが今すぐ出来ること、心が

けるべきことは、特に駅や交差点など危険な場所

で、白杖や盲導犬を連れて一人歩きをしている視

覚障害の方を見かけたら、必ず｢何かお手伝いしま

しょうか？｣と一声かけることです。｢結構です｣と

断られる場合も少なくないと思いますが、“サポー

トが必要ないなら何より”という気軽な気持ちで

声をかけることが大切です。ガイドの仕方に自信

のない方は、３階総務係にご相談ください。

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12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  

12月分完成点字図書

22タイトル72冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

J.Sバッハ/宗教的歌曲とアリア集

(高声用)(J･S Bach作曲) 3冊

点･校:４Fコモド

いにしえをめぐる奈良の山歩き

里あるき(竹内康之) 2冊

点:井上眉美

校:G校正 平野 健

英語で聴く世界を変えた感動の

名スピーチ

(平野次郎解説執筆) 4冊

点:高橋世貴子

校:田中陽子

Fが鳴るまで待って

(我鳥彩子) 4冊

点:橋本和代

校:G校正 橋詰玲子

神田松之丞講談入門

(神田松之丞) 4冊

点:宍戸邦栄

校:木村寿子 平野 健

基本を知ればもっとおいしい!

ワインを楽しむ教科書

(大西タカユキ監修) 4冊

点:松本稔子

校:G校正 平野 健

クリスマスの歴史

(J･フランダーズ) 6冊

点:春江由美子

校:G校正 平野 健

検証自衛隊･南スーダンPKO

(半田滋) 4冊

点:古林敬子

校:G校正 平野 健

知っておきたい入管法

(浅川晃広) 3冊

点:髙木智佳子

校:G校正 平野 健

樹海考(村田らむ) 2冊

点:雀部喜久子

校:加尾美千子 八木光子

昭和の東京12の貌

(文芸春秋編) 4冊

点:平澤敦子

校:塚本紀子 丸山順介

植物の生きる｢しくみ｣にまつわる

66題(田中修) 2冊

点:福元悦子

校:南 佳奈

すべては救済のために

(D･ムクウェゲ 他) 5冊

点:井上重子

校:G校正 平野 健

大丈夫!何とかなります免疫力は

上げられる(奥村康監修) 2冊

点:松井育子

校:G校正 平野 健

｢脱使い捨て｣でいこう!

(瀬口亮子) 3冊

点:雪岡加奈子

校:G校正 平野 健

感 謝 報 告
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日本SF誕生(豊田有恒) 3冊

点:中川春美

校:清水浩子 平野 健

秘密をもてないわたし

(P･ジョエルソン) 4冊

点:髙木智佳子

校:G校正 橋詰玲子

ブレグジット･パラドクス

(庄司克宏) 3冊

点:木村寿子

校:河村牧子 宗像真李子

ルース･スレンチェンスカ

(R･スレンチェンスカ) 1冊

点:喜多冨佐子

校:福田真弓 加尾美千子

レギオニス興隆編(仁木英之) 3冊

点:川崎安恵

校:山下慧子 平野 健

歴史作家の城めぐり(伊東潤) 5冊

点:小林陽子

校:G校正 平野 健

シネマ･デイジー目録2019年12月

1日現在

(全国視覚障害者情報提供施設協会

シネマ･デイジー検討プロジェクト)

1冊

点:雪岡加奈子

校:南 佳奈

 録 音 製 作  

12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)

今､なぜ種が問題なのか

(寺尾朱織) 4:57

音:鈴木惠子

校:上田道子 辻野玲子

編:川勝美佐子

医療費で損しない46の方法

(原昌平) 11:53

音:岩田真智子

校:川辺洋子 鳥山正彦

荒木良子

編:吉川順子

上方落語史観

(高島幸次) 9:33

音:金井典子

校:夛田禮子

緊急検証大阪市がなくなる

(吉富有治) 3:29

音:兵頭賢一

校:中澤康子 辻野玲子

編:山崎千代子

国権と民権(佐高信 他) 5:15

音:畑 豊弥

校:横山栄子 上田道子

土井賀津子

編:辻野玲子

サザンオールスターズが40年も

愛される48の秘密

(SASウォッチャー編集部編) 4:55

音:神野千晴

校:藤森容子 嶋川真理子

植田美穂子

編:橋村惠子

サンウルブズの挑戦

(向風見也) 7:32

音:水谷和子

校:有末 道 植田美穂子

編:本村英子

世界の家族 家族の世界

(椎名誠) 2:15

音:白石里佳

校:山田喜志子 鈴木ますみ

本村英子

編:川端砂代子

ドイツ職人紀行

(池内紀) 7:01

音:脇本登志子

校:中澤康子 岩崎千佐子

編:八田芙未子

ネット断ち(斎藤孝) 5:25

音:有川美津子

校:前川祐子 土井賀津子

編:若槻敬子

47都道府県格差

(木原誠太郎) 5:46

音:藤岡郁子

校:橋村惠子 阪越紀子

編:辻野玲子

 プライベート製作  

点字図書

GRACE STORY

(C･NOBUKUN) 1冊

点･校:奥村純子 塚本紀子

エブリスタディ2018年1月号 4冊

点･校:算数･数学グループ

点:松井育子

校:藤井恵美子

｢金平糖｣第144回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦

校:若林安也子

録音図書

一礼して､キス

(加賀やっこ 他) 4:22

音:松本公丹子

共産主義の誤謬

(福富健一) 7:13

音･編:前田元子

光に向かって

(大坂ヨシア) 3:51

音･編:川添美智子

<山口式>自力で白内障･緑内障･

黄斑変性を治す本

(山口康三) 4:40

音･編:松井喜美代

校:橋本順子

ルポ教育虐待

(おおたとしまさ) 4:48

音:松浦洋子

歴史読本スペシャル1989年2月

22:45

音:山口孝代

校:山中眞理子

編:辻野玲子

感 謝 報 告
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 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2020年1月号

発送:木下正義 中島小夜子

西垣泰子 山田一弘

『読書』2020年1月号

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 宮野興子

『JRニュース』2020年1月号

点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～人付き合いの

ヒント』2020年1月号

デイジー版 0:11

音:寺下千秋

校:下山とよみ

『子供の科学』2019年11月号

デイジー版 3:47

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』2019年

11月号

デイジー版 4:16

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

岩田真智子 大屋敦子 寺田美枝子

畑 豊弥 浜本裕子 福島博子

横山時子

『英語よもやま通信』2020年1月号

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 中原尚子

前田元子 的場操代 山崎千代子

脇本登志子

『週刊新潮』デイジー版

◆2019年12月5日号 9:52

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

柏木和子 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 中本和代 西田文子

野村美穂子 東浦雅代 久富恭子

福田佳代

編:中本和代

◆2019年12月12日号 10:25

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

上村裕子 坂口幸子 阪本由美子

坂本雪枝 佐藤公平 澤井 稔

鈴木恵子 髙田雅子 武市敦子

地上博子 寺下千秋 野村純子

平野さち 増田典子 向髙寿子

八十嶋敦子 山田啓子 山本スズ子

山本晴代 吉田典子 和布浦眞里子

編:小森由紀子

◆2019年12月19日号 10:22

荒木節子 岩谷友子 太田貴子

越智真弓子 帰村千恵 清水百世

新熊美衛子 髙久俊子 田渕浩子

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 藤澤元子 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12月26日号 10:25

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

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 坂田嘉子 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 清水純子 鈴木栄二

田宮加代 地上博子 坪田捷子

冨田久美子 中島恵子 中地淳子

西岡千代子 橋村惠子 濵 洋一

平田惠美子 弘津千加子 前田元子

森口慶子 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

『日経パソコン』2019年12月号

デイジー版 4:58

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

 館内お手伝い  

整理・情報サービス

板波キミ 板谷照美

鱗星千恵子 逸見恵子

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

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 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
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堀川由美子 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］

片倉康子 堂 晴美

◆12月の貸出実績

点字 197tl DAISY 3571tl

テープ 20tl

★12月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

大坂堂島米市場(高槻泰郎)

奇跡の３日腹ペタ(森田愛子)

ぐっすり眠れる､美人になれる!

読むお風呂の魔法

(小林麻利子)

古文単語キャラ図鑑

(岡本梨奈)

【録音図書】

占い居酒屋べんてん

(おかざき登)

瓦版屋権兵衛筆さばき

(飯島一次)

うたかたの城 穴太者異聞

(西野喬)

ビストロ三軒亭の謎めく晩餐

(斎藤千輪)

 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

心にのこるオリンピック･パラ

リンピックの読みもの 別巻

スキャン･OCR作業:岩井和美

テキスト化:山田理子 加藤珠子

画像製作:加藤珠子

DAISY編集:森田敏子

DAISY校正:加藤珠子

音:浜本裕子 佐藤圭子

◆テキストDAISY図書

ちくま文学の森8 怠けものの話

テキスト化:山本和代

DAISY編集:森 美恵子

DAISY校正:加藤珠子

◆プライベート製作

井上恵理の｢難経｣講義

～創立60周年記念出版

中川幸子

 対面リーディング  

足立雅子 兄井寿美子 伊東晴子

稲葉猛雄 上ノ山禎子 後 恵子

内山扶美代 江口不二子 大西裕恵

大西順子 岡﨑博子 奥井秀子

奥西規代子 長田志野 越智清光

片山紀子 河上千鶴 北川 悟

小池雅子 小杉洋子 小林万智子

小山妙美 坂本雪枝 首藤博子

鈴木栄二 角野和子 髙橋真紀

高橋美代子 田那辺優子 谷崎節子

千原加容子 中本由美 直場徳宥

畑佐眞知子 林 久利 二子石知恵

麓 孜子 古木昭子 細井昌子

堀内眞里 増尾明子 松原和子

眞野祥子 南 礼子 宮坂暁子

向井民子 森田幸子 森田 陞

山内一子 山形節子 山下喜美

山田栄利子 米田るみ子

12月 利用者15人･56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

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【12月実績】

HP更新:中条正信

週報:阿佐和幸

 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

第七話 殺人リハーサル｣

ナレーション:田中千壽子

台本制作･編集:勝亦悦子

鹿津直美 田中千壽子

｢警部補 古畑任三郎 1st season

第九話 殺人公開放送｣

ナレーション:鹿津直美

台本制作･編集:勝亦悦子

鹿津直美 田中千壽子

台本校正:藤井倫子

◆上映協力

わろう座映画体験会

｢ホーム･アローン2｣(12月24日)

阪口雅代 那須由美子 廣野美代子

藤井倫子 松永和子

 ご 寄 附  

上田道子 大江愼一 鈴木得司

髙梨智子 出口直子 中津毬子

南山美智子 匿名３件

(敬称略をご容赦下さい)

ボランティア世話人会報告

1月9日(木)10:00～11:30

出席者:池本､植田､笠松､小泉､

鴻上､小林､松谷､三原

(館から竹下､林田､大岡)

<館からの報告>

･盲導犬訓練所50周年イベント

･ボランティア体験オープンデー

<協議事項>

･ボランティア友の会交流会･

総会について

･次年度の世話人について

<次回>3月25日(水)10:00-11:30



拡大掲示板

｢点訳・音訳体験オープンデー｣にご協力を

一人でも多くの皆さんに当館の活動に関心を

持っていただき、点訳・音訳等のボランティア

活動の参加者を増やすために、当館では今年も

｢点訳・音訳体験オープンデー｣を開催します。

２日間に亘り、１日３回・90分～120分間で、

当館と視覚障害者情報提供事業の紹介、点訳か

音訳のミニ体験、図書貸出と用具・機器サービ

スの見学を行い、点訳・音訳の楽しさとやり甲

斐、奥深さを実感していただきます。ぜひお知

り合いの方にご案内いただくなど、参加者募集

にご協力をお願いします。

日時 ３月６日(金)・７日(土)、各日11時・

12時30分・14時からスタート(その間、30分単位

で途中からの参加も歓迎)。１回90分～120分。

場所 当館４階会議室(その後、各階を巡回)

参加費無料。申込不要。直接４階会場へ。

お問い合せ 当館総務係(電話06-6441-0015)

｢ボランティア友の会文庫｣のご利用を

ボランティアの皆さんが自由に閲覧できる書

庫が３階総務フロアにあることをご存じでしょ

うか？当館が収集している視覚障害者の著書や

点字、録音、視覚障害者福祉や教育などに関す

る専門書などの活字書籍が１千冊以上もありま

す。本が好きな方、調べごとがある方、スキル

アップされたい方は、ぜひお越しください。

【閲覧について】

書庫は３階総務係と休憩室の間にあります。

総務係でお尋ねいただければ、ご案内します。

【貸出について】

対象 原則として当館登録ボランティアの方

窓口 貸出希望の方は申込書に記入

冊数 お一人３冊まで

期間 貸出日から２週間(延長・予約不可)

録音製作係の米村孝子職員が退職

録音製作係の米村孝子職員が昨年12月末日付

で退職しました。年末急に次の仕事が決まった

ためで、お世話になったボランティアの皆さん

に十分なご挨拶ができず、大変申し訳ない、と

のことでした。録音製作のボランティアの皆さ

んには、しばらく職員が手薄でご迷惑をおかけ

しますが、目下、後任職員の採用を進めていま

すので、どうかご容赦ください。

あ ゆ み

【1月】

６日 仕事始め(法人互礼会)

７日 ボランティア活動・サービス再開

９日 ボランティア世話人会

見学:大阪医専視能訓練士課程(８人)

18日 オープンデー(館内見学日、２人)

24日 見学:韓国･延世大学生(５人)

28日 見学:和泉市点訳音訳グループ(８人)

予 定
【2月】

６日 近畿視情協・読書バリアフリー法研修会

(大阪府立中央図書館)

８日 オープンデー(館内見学日、要予約)

13日 サービス部休室(在庫・書庫整理日)

22日 録音製作・電子書籍休室(23日祝日振替)

25日 サービス部休室(23日祝日振替)

29日 わろう座映画体験会｢ドリーム｣

【3月】

27日 ボランティア交流会(玉水記念館。Ｖ活動

休止、５階サービス部開室)

編 集 １月の連休に２歳年下の妹の結婚式に

後 記 出席し、親族なので着物を着ました。

父方と母方の両祖母が母の結婚挨拶回り用に２

人で選び購入した訪問着だそうです。｢ぱっと

見て２人共すぐに気に入ってんけど、値段高こ

うてびっくりしてんで～｣と言うだけあって、

薄ピンクの目を引く着物でした。当時から30年

ほど経っていますが、私や妹の同級生が見ても

すてきなデザインだと思うものでした。今年初

めてのボランティア世話人会でもIさんが着物

で出席されていて、｢すてきだな～｣と思いまし

た。自分で着付けができる自信はないですが、

現在は祖母が所有している桐のタンスをいつか

は受け継いでみたいものです。(亜)
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