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館内でのボランティア活動休止のお願い

新型コロナウィルスの感染拡大を予防する

ため、当館内でのボランティア活動と会場利

用を一定期間休止させていただきます。ボラ

ンティアや利用者の皆様の感染の機会を出来

るだけ減らし、社会の感染防止の取り組みに

協力するためですので、ご理解ください。

期間 ２月27日(木)～３月10日(火)

※その後の対応は３月10日(火)午後に決定

問合せ 当館総務係(電話06-6441-0015)

中止 ３月６日･７日に開催予定の点訳・

音訳体験オープンデー、11日の対面基礎講習

会は中止します。３月27日のボランティア交

流会の実施は３月10日(火)に決定します。

３月の休館について

12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)

20日(金･祝日) 全館休館

27日(金) ５階サービスフロア以外すべて休室

(ボランティア交流会のため)

31日(火) ５階サービスフロア休室(年度末棚卸)

2020年度の点訳・音訳講習会のご案内

当館では、新年度の点訳・音訳講習会と専門

講習会(４頁掲載)を以下の通り予定しています。

要項を請求・確認の上、お申し込みください。

◆点訳ボランティア養成講習会

日程 初級:５月14日～８月６日、中級:８月

20日～11月５日、毎週木曜10時～12時、全24回。

受講無料。要点訳テキスト代(1,540円)。

説明会 ４月23日(木)10時～12時30分。筆記

試験を行います。

定員10人。対象は点字の学習が初めての方。

申込締切は４月10日(金)。

問合せは点字製作係(電話06-6441-1028)まで。

◆音訳ボランティア養成講習会(１)

日時 ４月７日～７月21日、毎週火曜日13時

～14時50分。受講料7,000円。申込締切は３月

11日(水)ですが、先着15人で締切。対象は初心

者で、発声、発音、アクセントなどの基礎練習

を行います。修了後は10月開講予定の(２)、来

春開講予定の(３)に進んでいただけます。また、

今回と同内容の(１)は10月に開講予定です。

問合せは録音製作係(電話06-6441-1017)まで。

拡大掲示板 を４頁に掲載。お読みください。



- 2 -

アクセシブルな電子書籍と音声解説の普及を目指して

一ツ橋綜合財団のご支援で大きな成果

公益財団法人一ツ橋綜合財団では毎年、当館に多額の助成金を賜っています。今年度も、この

助成金を基に、ボランティアの皆さんのお力を借りて、マルチメディアデイジー図書・教科書や

音声解説作品の製作・提供など、最先端の情報提供事業を行い、大きな成果を上げることができ

ました。特に今年度は、音訳者と当館をインターネットで結ぶ録音図書製作システム｢ウェブス

タジオなにわ｣の改修を行うことで、より効率的な製作環境も整備することができました。一ツ

橋綜合財団の助成金による今年度の主な事業実績をご報告いたします。(館長 竹下 亘)

マルチメディアデイジー図書・教科書

①音声教科書 11タイトル

アクセシブルな電子書籍と図・表・写真等の

視覚的資料の音訳技術を統合した HyMe(ハイ

ミー)研究事業により開発した｢音訳教材データ

ベースシステム｣を活用し、音訳教材を製作・

提供しました。当館のボランティア12人と、宮

城から福岡まで全国にわたる視覚的資料専門の

音訳ボランティア10人のご協力の下、小学校、

高等学校の教科書の内、特に視覚的資料が必要

とされる理科や社会分野の教科書を製作。墨字

から点字への移行が困難な弱視生徒や、軽度の

知的障害のある視覚障害生徒の学習を支援する

ことができました。

②児童書・一般書 12タイトル

家族、友人、世界の人々と、オリンピック・

パラリンピックの高揚を分かち合ってほしいと、

昨年度から手掛けていた｢心にのこるオリンピッ

ク・パラリンピックの読みもの｣シリーズ全４

巻、｢少年探偵｣シリーズ(全26巻)中の第18～

21巻を製作・提供しました。

③専門書籍(テキストデイジー) 26タイトル

④プライベート製作(テキストデータ) 14タ

イトル

製作関連事業

①ボランティア養成事業(主な講習会)

電子書籍ボランティア定例勉強会

テキストデイジー製作講習会、校正勉強会

②啓発・普及事業(主な講演会、研修会等)

第13回マルチメディアデイジー図書講演会

(NPO法人 NaD共催) 参加者72人
ナディ

第２回｢アミ・ドゥ・ブライユ｣読者交流会

(東京) 参加者子ども20人を含む55人

音声解説

当館の21人の音声解説ボランティアのご協力

で、シネマ・デイジーをはじめとする音声解説

付き映画の製作、バリアフリー上映会の開催な

どを行うことができました。

また、全視情協(全国視覚障害者情報提供施

設協会)の｢シネマ・デイジー検討プロジェク

ト｣では、当館職員(林田茂)がプロジェクトリー

ダーとして全国の製作施設・団体を牽引。製作

館は全国15施設に増え、2014年１月～2019年12

月までに製作された作品数は合計487タイトル、

サピエのダウンロード数は累計71万9,061件に

達しています。加えて、製作施設に対する音声

解説製作の相談や助言、利用者からの意見や要

望を製作施設・団体に繋ぐ役割も果たしました。

①シネマ・デイジー

｢海猿｣｢岳｣｢警部補 古畑任三郎シリーズ｣他

15作品

②音声解説付き映画会の開催

｢わろう座映画会｣ 当館製作の音声解説付き

映画の上映体験会を年５回開催。参加者合計約

175人。

｢バリアフリー映画上映会｣ 当館の企画・製

作・コーディネイトにより他団体と共催で２回

開催。参加者合計約640人。

③音声解説付き映画の普及・啓発

NPO 法人メディア・アクセス・サポートセ

ンターの理事として、スマートフォン等で音声

ガイドの再生ができるアプリ｢ U D C a s t ｣の
ユーディーキャスト

普及に務め、視覚障害者の方が晴眼者と一緒に

映画館で映画を楽しめる社会環境づくりに努め

ました。

センターのページ
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漢字社会と視覚障害者

点字情報技術センター所長 福井哲也

漢字は中国で生まれ、千数百年前に日本にも

たらされました。漢字なしに日本語を扱うこと

など考えられない、というのは墨字世界の話で

す。日本の視覚障害者は、漢字を使うこの社会

から多くの不利益を受けてきた、と私は思いま

す。日本で私たち全盲者がまともに墨字(漢字

仮名交じり文)を書けるようになったのは、パ

ソコンが普及した1980年代以降のこと。しかし、

パソコンで私たちの墨字を書くことのハンディ

は本当に克服されたと言えるでしょうか。

漢字の文字数は英字などに比べ極端に多く、

音と字の対応関係が極めて複雑です。｢あう｣と

いう一つの言葉に｢合｣｢会｣｢遭｣｢逢｣といろいろ

な字があります。だから日本語の繊細な表現に

漢字は不可欠と断言する人もいますが、逆もあ

ります。｢生む｣｢生きる｣｢生える｣という別の言

葉に同じ漢字が当てられます。魚は｢生(なま)｣

で食し、焼酎は｢生(き)｣で味わう。これは、中

国語の表意文字で和語まで表すことにした無理

の結果です。漢語も大変で、｢要項｣と｢要綱｣、

｢観賞｣と｢鑑賞｣などの使い分けはいつも混乱し

ますし、｢栄養士｣は｢士｣なのに｢理容師｣は｢師｣

である理由も難解です。

仮名文字体系である点字の世界に住む我々が、

漢字の用法を習得するのは容易ではありません。

いくらパソコンが｢高｣という漢字を｢最高のコ

ウ、たかい｣と説明しても、磨りガラス越しに

影を追うようなもどかしさが常にあります。

一方、技術の進歩は、墨字を読む新たな手段

も我々に与えてくれました。光学文字認識、音

声合成、自動点訳……。しかし、日本語は漢字

がネックで、昨今持て囃されているＡＩ(人工

知能)をもってしても、これらの変換精度がな

かなか上がりません。

漢字は、晴眼者にとっても難物です。習得に

も使用にも非効率的です。日本の小学生は、漢

字の書取りに多くの時間を割かれますが、小学

校卒業程度では日本語の基本的読み書きが身に

付くとは言えず、アルファベットの国とは大き

く異なります。パソコンへの漢字の入力は仮名

漢字変換によりますが、この方法では原稿と画

面を交互に見なければならないので、欧米の言

語ほど速く打てません。このようなことが仕事

の能率を落としていると指摘する人もいます。

しかし、大多数の人たちは、漢字が抱えるこ

のような問題をまったく意識していないように

見えます。漢字のない生活など想像しようもな

いからでしょう。むしろ、日本人は漢字を使っ

てきたからこそ高度な文化を創造してこられた

と、漢字の価値を説く知識人が多数です。その

ような側面を否定するつもりはありませんが、

ここで私はやや別の視点から、漢字が人々の価

値観に与えた影響について述べたいと思います。

漢字をよく知っていて、難しい漢字をすらす

ら読めるような人は、聡明な人、知性豊かな人

として尊敬されます。逆に、漢字がよく読めな

い人、書き間違いの多い人は、物を知らない人、

常識のない人と評価が下がってしまいます。こ

のマイナス評価が、視覚障害者にはとても怖い

のです。漢字のスキルでその人の価値が計られ

てしまう。あるいは、文章に漢字の間違いがあ

るだけで、内容まで程度の低いものに見られて

しまう。そういう、ある意味で不条理な価値観

に、この社会は、(全盲である自分も含めて)支

配されていると強く感じます。

最後に私からボランティアの皆さんにお願い

したいことを書かせていただきます。

①漢字という複雑で規則の曖昧な文字がある

お蔭で、視覚障害者が様々な苦労をしているこ

とに想いを寄せてください。

②この社会では、漢字のスキルでその人の価

値を計ろうとしてしまう傾向があることに気づ

いてください。

③これらを踏まえ、視覚障害者の情報摂取・

情報発信と漢字学習を温かく力強く支援してい

ただきたいと思います。

特 別 寄 稿
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拡大掲示板

第33回専門点訳・音訳講習会の開催予定

①専門点訳｢エーデル点訳コース｣

８月・９月頃、全３回×２コース

②専門点訳｢古文点訳コース｣

９月頃～、全６回

③専門音訳｢音声解説 基礎・応用コース｣

５月15日～６月12日毎週金曜日午後・全８回

④専門音訳｢英語コース｣

６月５日～７月10日毎週金曜日午後・全６回

⑤専門音訳｢小説の読み方コース｣

７月７日(火)・17日(金)、１回４時間×２回

サモアのアリさんとの交流会を開催

当館ではダスキン愛の輪基金に協力し、毎年、

アジア･太平洋諸国から来日する視覚障害青年

の研修を受け入れています。21回目の今回はサモ

アのアリ・トミー・ヘーゼルマンさん(全盲、男

性、31歳）が３月17日から28日まで来館し、研

修を行います。それに先だって、３月14日(土)

14時から16時30分、当館４階会議室で、アリさん

との交流会を予定しています(NPO 法人ゆに共

催）。参加無料。ただし、３月10日(火)の状況

次第で中止することもあります。参加申込みは、

当館総務係(電話06-6441-0015)までどうぞ。

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1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  

1月分完成点字図書

14タイトル55冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

アマテラスの二つの墓(戸矢学) 6冊

点:西尾純子

校:G校正 丸山順介

生きものたちの秘められた性生活

(J･ハワード) 6冊

点:藤田比呂子

校:G校正 橋詰玲子

オリンピックの輝き(佐藤次郎) 4冊

点:西山和子

校:G校正 松井順子

京都のいいとこ｡(大橋知沙) 2冊

点:木内孝子

校:辻 志津江 宗像真李子

空海に出会った精神科医

(保坂隆) 3冊

点:鴻農高子

校:河辺幸子 宗像真李子

高坂正尭(服部竜二) 7冊

点:永薮直子

校:G校正 岡田允子

絶望を希望に変える癌治療続

(横内正典) 3冊

点･校:G東医

戦国茶の湯倶楽部(中村修也) 3冊

点:増田芳子

校:G校正 平野 健

それでいい!今どきの仏事108問答

(松島竜戒) 2冊

点:野上満智子

校:G校正 八木光子

タカラモノ(和田裕美) 3冊

点:橋本和代

校:G校正 橋詰玲子

中国銀河鉄道の旅

(沢野ひとし) 5冊

点:平林隆雄

校:G校正 平野 健

｢ハイジ｣が見たヨーロッパ

(森田安一) 3冊

点:高橋淳子

校:G校正 野上満智子

未解明の不思議(神岡真司) 3冊

点:林 さゆり

校:G校正 加尾美千子

三島由紀夫ふたつの謎

(大沢真幸) 5冊

点:山下慧子

校:川崎安恵 岡田允子

 録 音 製 作  

1月分完成録音図書

25タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

暁の風(宇田川敬介)6:20

音:前田綾子

校:伊志峰和代 大西祥子

渡辺一枝

編:羽淵雅子

いじめの解決 教室に広場を

(村瀬学) 8:23

音:佐藤保子

校:立上敦子 中澤康子

阪本由美子

編:岩崎千佐子

海と生きる作法(川島秀一) 11:19

音:坂口幸子

校:松浦洋子 前川祐子

土井賀津子

編:吉田典子

おかしの会社のおかしな社長

(神吉一寿) 4:32

音:弘津千加子

校:川端砂代子 金井典子

辻野玲子

編:三原佳子

感 謝 報 告
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会食恐怖症を卒業するために

私たちがやってきたこと

(山口健太) 4:07

音:川端砂代子

校:弘津千加子 中野靖子

佐山敦子

編:八田芙未子

過労死落語を知ってますか

(桂福車 他) 3:50

音:谷澤耀子

校:岡 香代子 宮 清子

土井賀津子

編:嶋林茂子

口入屋賢之丞､江戸を奔る

(平谷美樹) 6:18

音:前田綾子

校:伊志峰和代 上田道子

阪本由美子

編:大坂陽子

子どもがすくすく育つ幼稚園･

保育園(猪熊弘子 他) 8:06

音:佐山敦子

校:三上 菊 高岡博子

八田芙未子

編:竹内清子

怖い短歌(倉阪鬼一郎) 7:25

音:水野順子

校:伊東晴子 郡 薫 辻野玲子

編:大坂陽子

障がい者の能力を戦力にする

(川島薫) 4:45

音:阪本由美子

校:中澤康子 本村英子

編:吉川順子

その｢日本人論｣に異議あり!

(S･モリヤマ) 6:39

音:澤田由紀

校:小倉玲子 本村英子

編:下山とよみ

空を見てますか…9

(池辺晋一郎) 10:21

音:谷澤耀子

校:岡 香代子 髙岡博子

植田美穂子

編:辻野玲子

だからアイスは25℃を超えると

よく売れる(常盤勝美) 9:29

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 岡村佳子

本村英子

編:荒木良子

旅する舌ごころ(白洲信哉) 5:50

音:中野靖子

校:米谷治子 岩崎千佐子

編:八田芙未子

中医学入門(神戸中医学研究会

編) 24:15

音:渡辺一枝 岩崎千佐子

校:岩崎千佐子 渡辺一枝

久保洋子

夏井いつきのおウチde俳句

(夏井いつき) 5:00

音:遠藤敬子

校:山本雅子 岩崎千佐子

土井賀津子

編:辻野玲子

日本の歴史1(渡部昇一) 6:38

音:桂 公子

校:川端真知子 宮 清子

松井喜美代

編:荒木良子

日本の歴史2(渡部昇一) 8:24

音:宮 清子

校:那須由美子 杼村明子

松井喜美代

編:荒木良子

日本の歴史3(渡部昇一) 8:17

音:杼村明子

校:北川温子 松井喜美代

編:荒木良子

日本の歴史4(渡部昇一) 7:09

音:北川温子

校:大桑久美子 桂 公子

松井喜美代

編:荒木良子

年代別医学的に正しい生き方

(和田秀樹) 5:40

音:内藤かほる

校:小山久子 上田道子

荒木良子

編:小林万智子

20歳(はたち)のソウル

(中井由梨子) 6:44

音:山口和葉

校:久保洋子 山田啓子

植田美穂子

編:竹内清子

本と虫は家の邪魔

(奥本大三郎) 7:19

音:桃井輝子

校:栗本慶子 鳥山正彦

阪越紀子

編:小林万智子

やってはいけない歯科治療

(岩沢倫彦) 7:23

音:大桑久美子

校:北川温子 佐藤圭子

土井賀津子

編:古跡眞知子

歴メシ!(遠藤雅司) 6:31

音:森口慶子

校:佐藤圭子 山中眞理子

本村英子

編:辻野玲子

 プライベート製作  

点字図書

吟詩 1冊

点:待田敏彦 校:G校正

A号(吟詩）索引 1冊

点:待田敏彦 校:G校正

｢金平糖｣第145回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦

校:若林安也子

2019年度中学1年英語夏期講習

テキスト(問題と解答)

(馬渕教室) 2冊

点･校:グループONE

録音図書

柔術の動き方｢肩の力｣を抜く!

(広沢成山) 4:44

音･編:坪田捷子

やりなおし高校地学

(鎌田浩毅) 8:42

音･編:髙橋由紀江

感 謝 報 告
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 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2020年2月号

発送:木下正義 中島小夜子

中島千恵 西垣泰子 山田一弘

『読書』2020年2月号

デイジー版 1:04

音:下山とよみ 校:寺下千秋

発送:板波キミ 並木昌子

宮崎ナオヨ 宮野興子

『JRニュース』2020年2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27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～日本の神様』

2020年2月号

デイジー版 0:11

音:下山とよみ

校:寺下千秋

『子供の科学』2019年12月号

デイジー版 3:39

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

12月号

デイジー版 3:51

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

河原眞知子 大桑久美子 久保洋子

福島博子 溝渕久美子 松本紀代

本村英子

『英語よもやま通信』2020年2月号

デイジー版 2:31

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 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 的場操代 山本 香

『日経パソコン』2020年1月号

デイジー版 4:46

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

『週刊新潮』デイジー版

◆2020年1月2日･9日号 11:07

畔田文恵 有川美津子 今岡松代

岡﨑節子 岡村勝彦 長田志野

長村明子 加藤和夫 加藤紀美子

衣田智恵美 木村加代 坂口幸子

阪本由美子 佐藤公平 沢田玲子

鈴木恵子 正田潤子 髙田雅子

坪田捷子 永井憲子 中地淳子

中村千賀子 中村直美 中本和代

林 由子 久富恭子 兵頭賢一

兵頭つね子 平田惠美子 福田佳代

松浦洋子 八十嶋敦子

編:中本和代

◆2020年1月16日号 11:43

荒木節子 太田貴子 大山節子

越智真弓子 北村優美子 帰村千恵

髙久俊子 寺西竹子 当房公子

中本和代 中村洋子 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

◆2020年1月23日号 10:27

稲田至功子 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 久下悦子

久保諄洸 坂田嘉子 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

鈴木栄二 髙田雅子 武市敦子

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 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 山田啓子

湯浅里美 吉田典子 吉永英子

和布浦眞里子

編:古跡眞知子

◆2020年1月30日号 10:28

畔田文恵 大久保美弥 大島幸枝

大森恵子 岡﨑節子 長田志野

上村裕子 神谷勉子 川端砂代子

小池雅子 國分清子 坂本雪枝

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

澤田由紀 沢田玲子 嶋林茂子

嶋津美香 鈴木栄二 武市敦子

中地淳子 西岡千代子 橋本順子

平田惠美子 弘津千加子 前田元子

松井喜美代 松浦洋子 森口慶子

横山栄子 和田啓子 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
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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 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

福冨小夜子 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

◆1月の貸出実績

点字 119tl DAISY 2714tl

テープ 27tl

★1月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

閻魔堂沙羅の推理奇譚

(木元哉多)

100年を生きる(天野篤)

野望重役室(豊田行二)

慈雨の音(宮本輝)

【録音図書】

情報隠蔽国家(青木理)

父と私 恋愛のようなもの

(森茉莉)

泥水のみのみ浮き沈み

(勝新太郎)

有村家のその日まで

(尾崎英子)

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

 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

がんばらない練習

テキスト化:山田理子

テキスト校正:森田敏子

DAISY編集:足立佐紀子

DAISY校正:加藤珠子

◆音訳教材

(マルチメディアデイジー教材用)

高等学校 現代地理A

音･校:佐久間光江 三原太郎

山科裕子 下山とよみ

増木純子 森口慶子

高校化学基礎新訂版

音･校:小倉玲子 久保洋子

夛田禮子 濵名あきよ

溝渕久美子

｢音訳教材｣は当館が開発した音

訳教材データベース[視覚障害

児童･生徒のために教科書の視

覚的資料(本文以外の図･表･写

真等)を簡易マルチメディアデ

イジーデータで提供するシステ

ム]です｡本事業には､全国11人

の視覚的資料の専門音訳ボラン

ティアの方々がご協力くださっ

ています｡

 対面リーディング  

青木幹雄 兄井寿美子 荒河裕子

池本滋子 一色和子 江口不二子

大坂陽子 大島幸子 大西順子

大村登子 岡﨑節子 岡﨑博子

荻野珠紀 奥井秀子 長田志野

越智清光 片山紀子 河上千鶴

川野 博 北川 悟 小池雅子

小山久子 佐藤圭子 清水純子

神保克子 角野和子 髙橋由紀江

谷崎節子 千原加容子 畠田幹子

林 久利 藤本郁子 古川孝子

古木昭子 寶田サチヱ 堀内眞里

本荘一子 前田芳野 増尾明子

松谷富子 松原和子 南 礼子

宮坂暁子 目鷹直美 森田幸子

森田 陞 山形節子 山田栄利子

和布浦眞里子

1月 利用者11人･51件

ボランティア49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

 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

第八話 殺人特急」

ナレーション:勝亦悦子

台本制作･編集:勝亦悦子

鹿津直美 田中千壽子

◆製作協力

中山UD映画祭vol.5

「岳-ガク-」(録音版パンフレット)

ナレーション:川添美智子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【1月実績】

来館:木村朱美 原木 眞

HP更新:中条正信

週報:高田佳直

 ご 寄 附  

茨木市バラの会

西宮点訳グループあやめ

福田真也 湯川欣晃 若松ひろみ

匿名１件 (敬称略をご容赦下さい)



録音ボランティアの野村昭子さんがご逝去
あ き こ

当館録音ボランティアの野村昭子さんが１月

29日逝去されました。当館最寄りの肥後橋駅で

プラットホームから転落して亡くなられるとい

う大変痛ましい事故によるものでした。

野村さんは毎週水

曜日、明石市のご自

宅から当館に通って

おられ、当日も午後

４時過ぎに録音作業

を終えて家路に就か

れました。肥後橋駅

で西梅田行の電車に

乗車しようとした所、

電車から降りてきた

乗客と接触し、ホーム下へ転落。救急搬送され

ましたが、打ち所が悪く、助かりませんでした。

野村さんは公務員をされながら４人のお子様

を育てた後、当館の音訳講習会を受講され、

2008年から活動を開始。｢週刊新潮｣を経て、最

近は単行本を製作されていましたが、地元でも

子ども園などで読み聞かせのボランティアに打

ち込まれ、多くの方から慕われていました。２

月１日の通夜と２日の告別式には、ご家族をは

じめ野村さんを慕う方々が200人以上も参列さ

れ、突然の別れに涙を拭っていました。野村さ

んのこれまでのご奉仕に感謝を捧げるとともに、

心からご冥福をお祈りしたいと思います。

当館では事故後、肥後橋駅に安全設備の整備

を求めました。肥後橋駅のホームドアは2022年

秋以降に設置されるとの説明でしたが、当館か

らはその前に、事故の場所のホーム端の鉄柵を

延長するように要望し、大阪メトロの回答を待

つことになりました。ボランティアの皆さんも

当館の行き来の際はくれぐれも安全にご注意く

ださるようにお願いいたします。(竹下)

ボランティア友の会文庫の新着関係図書

前号の本欄でご紹介したように当館３階のボ

ランティア友の会文庫では、視覚障害関係の墨

字資料を所蔵し、当館のボランティアにお貸し

しています。最近収蔵した図書の一部をご紹介

します。福本 淳 ｢盲目魂！生きててみえたも
きよし

の｣(大阪で音楽家として活躍する著者の半生

記)、竹内昌彦｢その苦しみは続かない～盲目の

先生 命の授業｣(モンゴルに盲学校を開校した

元盲学校教師の自伝)、広瀬浩二郎｢触常者と
しょくじょうしゃ

して生きる～琵琶を持たない琵琶法師の旅｣(民

族学博物館准教授の著者が｢視覚優位社会にも

の申す｣)、岸博実｢視覚障害教育の源流をたど

る～京都盲唖院モノがたり｣(日本最初の盲学校

の歴史的資料に秘められた物語)、上杉 惇 ｢盲
あつし

人ランナー～情熱の街づくり｣(事故で失明後、

フルマラソンを233回完走した著者の自伝)。

あ ゆ み

【１月】

28日 音訳ボランティア養成講習会１修了式

【２月】

４･５日 音訳ボランティア養成講習会２修了式

６日 近畿視情協職員研修会(読書バリアフリー

法、大阪府立中央図書館)

８日 オープンデー(館内見学日、５人)

予 定
【３月】

９日 サピエ停止(～12日・サーバ更新工事)･

図書貸出サービス休止(10～12日)

12日 サービス部休室(整理日)、職員会議

17日 ダスキン・アリーさん研修開始(～28日)

25日 ボランティア世話人会

27日 ボランティア交流会(玉水記念館。ボラン

ティア活動休止、５階サービス部開室)

31日 ５階サービス部休室(年度末棚卸し)

編 集 通勤電車が遅れ、帰宅に２時間以上か

後 記 かった途上、暇つぶしに、これまでの

通勤時間を計算してみました。１年間の合計は、

１日３時間×年250日＝750時間＝31日。大阪に

通った35年間の合計はなんと！３年になります。

でも、その内３分の１は読書、３分の１は睡眠

に使っていたので良しとして、残りの通勤時間

を少しでも有意義に過ごそうと思います。(竹)
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