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第44巻2号2020年6月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

2 0 2 0

6月号

館内ボランティア活動の再開について

当館のボランティアや支援者の皆様には、新

型コロナウイルスの影響で、さぞご苦労の多い

毎日をお送りのことと思います。２月末から長

期間、ボランティアの皆さまに活動休止をお願

いしていることを大変心苦しく思っています。

当館では、大阪府における緊急事態宣言の解

除と休業要請の緩和に伴い、６月から｢３つの

密｣の回避を前提に、徐々にボランティア活動

を再開していく予定です。具体的な計画は、５

月末から係毎にお伝えしていきます。再開に際

しては館内の消毒や設備整備、職員の予防対策

を徹底しますが、皆様もご来館の際は、以下の

マナーを守って下さるようにお願いいたします。

①来館前に体温を測り、平熱よりも高い時や

体調に不安のある時は来館を控える。

②入室前に館内の洗面所で石鹸で手洗いする。

③マスクを着用する(入手出来ない場合は、

当館で提供します)。

なお、４階会議室の貸出は当分休止し、まず

ボランティアの養成事業や製作活動を立て直す

ため、ボランティア関係の利用を最優先に使わ

せていただきます。ご了承ください。

ご不明な点は、各係の担当者か総務係まで

http://お尋ねいただくか、当館ホームページ(

)をご覧ください。www.lighthouse.or.jp/iccb/

５階サービスフロアへのご来館について

休止中だった当館５階サービスフロアの来館

サービスも６月から徐々に再開する予定です。

こちらもさまざまな対策を講じますが、特に５

階サービスフロアへのご来館については、体温

測定、手洗い、マスク等の基本マナーに加えて、

｢電話かメールでの事前予約｣と｢少人数での来

館と短時間の滞在｣をお願いします。

今年度の行事・講習会の中止・延期について

本誌３月号と４月号でご案内した行事や講習

会の内、以下は開催を中止させていただきます。

＊日本ライトハウスチャリティコンサート

＊ボランティア友の会ガイド体験会

＊点訳ボランティア養成講習会１

＊音訳ボランティア養成講習会１

その他のボランティア講習会や専門点訳・音

訳講習会などは、開催時期や実施方法を再検討

していますので、改めてご案内します。
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ＳＮＳを活用してもっとライトハウスを知ってもらいたい！
による広報活動に着手Twitter Instagram YouTube、 、

当館では、４月から３つのＳＮＳ(ソーシャルネットワークサービス)による広報活動を始めました。

ＳＮＳは知人や友人同士のつながりから、コミュニティを広げるためのサービスです。今回開設した

、 、 について、その特徴をご紹介します。(総務部長 林田 茂)Twitter Instagram YouTube

(ツイッター)◆ Twitter

は、１回につき140文Twitter

字までのツイート(つぶやき)を

投稿出来るほか、写真や動画も

アップすることが出来ます。投稿したツイート

は登録しているフォロワーに届き、そのフォロ

ワーが｢いいね｣や｢リツイート｣すると、その

フォロワーからも拡散して広がっていく仕組み

です。 では、ホームページに掲載してTwitter

いるイベントや講習会などの『お知らせ情報』

を主に発信していきたいと思っています。

(インスタグラム)◆ Instagram

では、主に画像やInstagram

動画を中心とした情報をお届け

しています。 の仕組みTwitter

と似ていますが、大きな特徴は、＃＝ハッシュ

タグと言われる記号を付けて、言葉を紐付けで

きる便利な機能です。 ＃ボランティア のよう｢ ｣

にタグ付けしておくこ

とで、タグ付けされて

いる言葉に関心・興味

のある不特定多数の方

へ情報を発信すること

ができます。

Twitter Instagramと

を閲覧するには個人登

録が必要です。当館の

ＩＤはいずれも

｢ 2020｣です。ICCB

YouTube◆

(ユーチューブ)

は、ユーザーが撮影した動画をイYouTube

ンターネット上にアップロード(投稿)し、他の

ユーザーと共有することができるサービスです。

｢見えないYouTubeに開設したチャンネルは

方、見えにくい方のためのニポラチャンネル｣

です。これまでに、 の基本設定と基本iPhone

操作、アプリなどを紹介しています。映像では、

実際に を使いながら、合成音声の画面iPhone

読み上げも流れますので、 に不慣れなiPhone

方はもちろん、まだ使ったことのない方も、わ

。かりやすく聴いてもらえるようになっています

インターネットからの見つけ方は、 やyahoo

で｢ ｣を検索してページを開Google YouTube

きます。ここで｢ニポラチャンネル｣と検索する

と、一覧が表示されます。

コロナウイルスの影響で、当館のサービスも

縮小・中止が続き、特にパソコンなどの個人講

習ができない状況が続いています。今回の｢ニ

ポラチャンネル｣の開設は、こんな時期だから

こそ、利用者の方から特に問い合わせが多い事

柄をテーマに、自宅でも聴けて、何度でも確認

できるようなカタチを作りたいという思いを

込めました。今後はス

マートフォンの使い方

やアプリ情報、点字デ

ィスプレイ、拡大読書

機などの関連機器、グ

ッズの使い方の説明、

さらには白杖の使い方

などもお伝えしていけ

ればと思っています。

当館では、今後、インターネットによる情報

発信にも力を入れていきたいと考えています。

ホームページとあわせて、今回の３種類のＳＮ

Ｓを活用して、目の見えない方・見えにくい方、

ご家族や関係者をはじめ、さらに多くの方々へ

視覚障害者向けの機器情報や最新グッズ、イベ

ント紹介、バリアフリー情報をタイムリーに

発信していきますので、ぜひご覧下さい。

センターのページ
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視覚障害者用具を通じてたくさんの出会いに感謝

勤務８年目を迎え、やりがいと苦労を覚えながら

サービス部 原田 美貴

当館のサービス部は、本館５階サービスフロ

アの用具・機器係(職員14人)と、別館(アルテ

ビル９階)の図書・情報係(職員７人)が連携し

て、視覚に障害のある方やご家族、ボランティ

ア、関係者などにさまざまなサービスを提供し

ています。

私が勤務しているのは、５階のサービスフロ

アですが、ここには年間５千人に及ぶ方々が訪

れます。ここで柱となるのは視覚障害者用の福

祉用具や機器(以下、用具と呼びます)の利用相

談と説明、販売です。全国でも珍しい常設店で、

いつでも実物を手に取って確かめていただける

ところが“売り”です。このため近畿圏だけで

はなく、四国や中国地方、時には海外の方まで

が足を運んでくださいます。

当たり前の話ですが、販売をしていると用具

そのものについてしっかりとした知識を求めら

れます。私は以前、視覚障害の方の訓練施設に

勤めていましたので、用具については知ってい

るつもりでいました。しかしいざ仕事を始める

と、素材や耐久性、修理方法など答えられない

ことばかりで、毎日取扱説明書を手放せない状

態でした。それから８年経ち、だいぶ慣れたと

は感じていますが、それでもいまだに苦労して

いることが二つほどあります。

一つ目は接客です。同じ用具でもその方の興

味やライフスタイル、操作が苦手かどうかなど

でも紹介の仕方は変わります。また実際に手に

取るとイメージと合わないこともあります。そ

の方のご要望や目的がどこにあるのかを見極め

るのは神経を使う作業ではありますが、ご希望

にピタリと沿うことができ、パッと笑顔になら

れた時などは本当にうれしいものです。苦労す

る部分ではありますが、やりがいを感じるとこ

ろでもあります。

二つ目は用具の種類が次から次へと増えると

いうことです。特に最近は色々な技術を搭載し

た用具、例えば夜盲の方でも暗いところで見や

すくなる眼鏡型装置や、眼鏡の縁に取り付けた

カメラが文字や人の顔を認識する装置などが出

てきました。こういった夢のような用具の情報

は瞬く間に広まるので、問い合わせも多数寄せ

られます。同様にスマートフォン、タブレット、

スピーカーのような一般の機器を活用するAI

方が増えてきたので、質問を受ける機会も増え

ました。もともと新しいもの、特に電子機器に

弱い私にとって、常に最新の情報を把握し、説

明できるようにしておくというのはかなり骨の

折れる作業で、こちらは今でも奮闘しています。

最近は眼科や役所の紹介で来てくださる方も

増えました。一つの用具はたくさんの情報につ

ながるきっかけになります。気持ちや生活がが

らりと変わることもあります。来ていただいた

方との出会いを大切に、また紹介してくださっ

た方のご期待にも沿えるよう、これからも用具

をはじめ、お一人おひとりに役立つ様々な情報

をバランスよく提供していきたいと思います。

そのためにも自分の苦手な部分に向き合いなが

ら頑張っていきます。

最近の人気商品をご紹介

写真上・左から

｢音声体温計｣

｢みずいろクリップ｣

(容器に注ぐ液体の

量や物の色を音で

知らせてくれる)

写真下・左から

｢携帯型拡大読書器｣

｢オーカムマイアイ

(眼鏡のツルに２｣

つけた小型カメラ

と小型スピーカー

から目の前の文字

などを読み上げる)

｢触知式腕時計｣

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3･4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

3･4月分完成点字図書

20タイトル76冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

アクセサリーの歴史事典上

(K.M.レスター 他) 5冊

点:岩本幸子 大安徹雄

校:G校正 橋詰玲子

ある若き死刑囚の生涯

(加賀乙彦) 3冊

点:野崎功子

校:G校正 小林陽子

音楽放浪記日本之巻

(片山杜秀) 6冊

点:黒堀比佐子

校:G校正 宗像真李子

子ども虐待という第四の発達障害

(杉山登志郎) 3冊

点:浦田登志子

校:G校正 平野 健

最強!大阪桐蔭高校吹奏楽部

(オザワ部長) 2冊

点:髙田智子

校:島谷久美子 平野 健

新宿二丁目(伏見憲明) 4冊

点:雪岡加奈子

校:G校正 福元悦子

スパイスのまほう

(印度カリー子) 2冊

点:林 季子

校:加尾美千子 雪岡加奈子

辻 志津江

前回までのあらすじ

(羽衣石水軍) 2冊

点:高橋淳子

校:G校正 平野 健

タコの心身問題(P･G=スミス) 7冊

点:福元悦子 校:平野 健

チョコレート検定公式テキスト

2019年版(明治チョコレート検定

委員会監修) 5冊

点:塚本紀子

校:辻 志津江 福元悦子

ドキュメント豪雨災害

(谷山宏典) 3冊

点:山本普実雄

校:G校正 平野 健

泣けるいきもの図鑑イヌ･ネコ編

(今泉忠明監修) 2冊

点:中野龍子

校:G校正 南 佳奈

７袋のポテトチップス

(湯沢規子) 5冊

点:島谷久美子

校:髙田智子 宗像真李子

悩めるローマ法王フランシスコ

の改革(秦野るり子) 3冊

点:辻 志津江

校:G校正 橋詰玲子

南極メルトダウン(北沢栄) 4冊

点:工藤京子

校:G校正 平野 健

にじ姫さまのいるところ

(上山和音) 2冊

点:井上眉美

校:G校正 奥村純子

閃めく経絡(D･キーオン) 7冊

点･校:G東医

ヘンな名前の植物(藤井義晴) 4冊

点:田中真理子

校:G校正 平野 健

未来の地図帳(河合雅司) 4冊

点:井上ゆり子 校:橋詰玲子

レギオニス 秀吉の躍進

(仁木英之) 3冊

点:古本扶美子

校:木村寿子 生嶋貞夫

山下慧子 平野 健

  録 音 製 作

3･4月分完成録音図書

19タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

大阪の注目20社第2弾

(米田真理子) 9:01

音:鬼頭順子

校:岩谷友子 本村英子

編:山崎千代子

観光亡国論(A･カー 他) 5:56

音:郡 薫

校:中澤康子 木村純子

編:佐藤保子

｢感情のごみ箱｣にする人される人

(更紗らさ) 4:38

音:田中恵子

校:松浦洋子 岩崎千佐子

編:山崎千代子

機械式時計王子の休日

(柊サナカ) 7:36

音:小林幸子

校:福池恵理子 酒居よし枝

荒木良子

編:寺田典子

桜の科学(勝木俊雄) 6:30

音:野﨑淳子

校:浜本裕子 岡村佳子

渡辺一枝

編:下山とよみ

残念な鉄道車両たち

(池口英司) 9:09

音:橋村惠子

校:髙岡博子 伊東晴子

編:柳本絹子

自律神経を整える｢わがまま｣

健康法(小林弘幸) 4:51

音:倉富重雄

校:山田啓子 松井喜美代

編:若槻敬子

感 謝 報 告
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身体的物語論(蜷川幸雄) 4:44

音:平田惠美子

校:髙岡博子 辻野玲子

編:岩崎千佐子

スルースキル(大嶋信頼) 4:03

音:坪田捷子

校:平田惠美子 植田美穂子

編:川端正子

大丈夫｡人間だからいろいろあって

(香山リカ) 3:28

音:岩谷友子

校:平田佳子 浜本裕子

編:八十嶋敦子

タスカジさんが教える最強の

｢家事ワザ｣(タスカジ監修) 4:36

音:八十嶋敦子

校:上月直子 本村英子

編:岩崎千佐子

｢正しい生き方｣と｢仕事の進め方｣

のヒント(霜月金木) 3:34

音:足立ルリ子

校:福島博子 荒木良子

編:三原佳子

チアリーダーズライフ

(植村綾子) 4:20

音:和田啓子

校:鈴木ますみ 阪本由美子

編:石井ふみ代

地銀衰退の真実(浪川攻) 6:16

音:和田ゆう子

校:坪田捷子 阪越紀子

編:本村英子

調理保存食べ方で栄養を捨てない

食材のトリセツ(落合敏監修) 5:38

音:平田佳子

校:松浦洋子 植田美穂子

編:前田元子

定年ダンディの作り方

(馬場啓一) 3:47

音:濵 洋一

校:三原佳子 阪本由美子

編:畑 豊弥

日本酒､米づくりから始める

(世古一穂 他) 7:06

音:辻野玲子

校:米谷治子 吉田典子

編:羽淵雅子

ハーメルンに哭く笛

(藤木稟) 17:18

音:寺下千秋

校:米谷治子 植田美穂子

編:辻野玲子

ゆら心霊相談所3

(九条菜月) 5:40

音:渡辺一枝

校:岩崎千佐子 有末 道

佐山敦子

編:阪口雅代

2019年度国立国会図書館

学術文献録音図書

2019年度も、72人に及ぶ録音

ボランティアの皆さまの骨身を

削るようなご尽力によって､音

訳至難な専門書20冊(全525時間

53分)を録音することが出来ま

した。完成図書の書名と製作に

従事された皆さまのお名前を掲

載して､お礼に代えさせていた

だきます。まことにありがとう

ございました。

完成図書一覧

国立国会図書館製作学術文献

録音図書目録 2018

本居宣長全集 第11巻

標準理学療法学 専門分野 PT

病態運動学

三遊亭円朝全集 3

三遊亭円朝全集 4

三遊亭円朝全集 5

解説脈法手引草

つけよう!神経眼科力(42)

軽症甲状腺眼症､眼窩窮屈病､

高次脳機能障害､神経薬物

副作用について

日本眼科学会専門医制度･生涯

教育講座 総説(24) 眼瞼けい

れんと顔面けいれん

見えないだけがロービジョンでは

ない:ロービジョンの対象となる

様々な疾患

対話:聖ベネディクトの生涯と奇跡

運動器スペシャリストのための

整形外科外来診療の実際

犯罪心理学事典

精神障害を哲学する

自然神学再考:近代世界とキリスト教

神についていかに語りうるか:

プロティノスからウィトゲン

シュタインまで

合類李梃先生醫學入門

実践!心療眼科

岩波講座日本歴史 第10巻

ポリヴェーガル理論入門

学術文献録音図書従事者

荒木良子 飯村紀子 石原英子

井駒多津子 伊東晴子 岩谷友子

遠藤敬子 大坂陽子 大桑久美子

岡 香代子 小倉玲子 片岡珠子

桂 公子 金井典子 川端真知子

河原眞知子 北川温子 木村純子

久保洋子 上月直子 小林幸子

米谷治子 小森佳津子 阪本美紀

佐々木マス子 佐藤圭子 澤田和代

下山とよみ 白石里佳 高梨智子

髙室雅子 竹下正子 竹田佳代

夛田禮子 谷澤耀子 田宮恭子

辻野玲子 寺下千秋 寺田美枝子

杼村明子 鳥山正彦 長田ひとみ

那須由美子 西田芳美 西村郁子

二宮真里 野﨑淳子 橋村惠子

橋本順子 橋本万里 濵 欣子

濵名あきよ 浜本裕子 東 佳子

福島博子 外園朝代 前川祐子

松井喜美代 松浦洋子 松本紀代

水野順子 溝渕久美子 宮 清子

胸永幸子 目連雅子 山口孝代

山田喜志子 山中眞理子 山本雅子

吉川順子 吉田典子 渡邊周子

  プライベート製作

点字図書

Weaving It Together3

(M･Broukal) 3冊

点･校:グループONE
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エブリスタディ 2018年2月号 4冊

点･校:算数･数学グループ

点:林 さゆり 校:松井育子

戦後日本労働組合運動の歩み

(山田敬男) 4冊

点:待田敏彦

冬期講習テキスト 中学1年 英語

(問題と解答) 3冊

点･校:グループONE

録音図書

BEETHOVEN SYMPHONY No.6､Johann

Sebastian BACH Messe in h-Moll

CDブックレット 1:07

音:谷澤耀子 伊東晴子

校:岡 香代子 水野順子

高校生からわかるマクロ･ミクロ

経済学(菅原晃) 12:15

音･編:髙橋由紀江

  定 期 刊 行 物

2020年4月号『読書』

デイジー版 1:04

音:下山とよみ 校:寺下千秋

『JRニュース』

点字版 2020年4月号 3冊

点字版 2020年5月号 4冊

点･校:金曜日グループ

第28号『アミ･ドゥ･ブライユ』

点字版1冊

点･校:河村牧子 清水浩子

『お役立ち目録～世界のふしぎな

2020年4月号国と地域』

デイジー版 0:10

音:下山とよみ 校:寺下千秋

『子供の科学』

デイジー版 2020年2月号 3:43

デイジー版 2020年3月号 3:50

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

『英語よもやま通信』

デイジー版 2020年4月号 2:21

デイジー版 2020年5月号 2:23

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 金本季子 川端真知子

川辺洋子 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 眞津野秀子

前田元子 的場操代 山崎千代子

山本 香 脇本登志子

『日経パソコン』

デイジー版 2020年3月号 5:21

デイジー版 2020年4月号 3:50

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 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

デイジー版『週刊新潮』

◆2020年3月5日号 9:51

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 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3月12日号 11:07

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

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 沢田玲子 嶋津美香

鈴木恵子 武市敦子 地上博子

林 由子 兵頭賢一 平田惠美子

平野さち 福井栄子 増田典子

向髙寿子 山田啓子 山本スズ子

山本晴代

◆2020年3月19日号 11:12

荒木節子 太田貴子 越智真弓子

北村優美子 帰村千恵 清水百世

髙久俊子 田渕浩子 寺西竹子

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 服部秀美 藤澤元子

星子鐵郎 前田元子 松原和子

柳内登喜子 山下 豊 山田栄利子

大和澄子

編:中本和代

◆2020年3月26日号 11:14

有川美津子 稲田至功子 大島幸枝

大塚しづ子 岡﨑節子 小倉玲子

上村裕子 神谷勉子 川添美智子

川端砂代子 久下悦子 國分清子

坂本雪枝 佐藤圭子 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 地福延代

嶋津美香 嶋林茂子 清水純子

武市敦子 地上博子 坪田捷子

寺下千秋 寺田典子 冨田久美子

中地淳子 橋村惠子 橋本順子

濵 洋一 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 和田啓子 和田ゆう子

編:中本和代

◆2020年4月2日号 9:56

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

柏木和子 上田啓子 河原眞知子

衣田智恵美 木村加代 黒河典子

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 福田佳代

編:中本和代

◆2020年4月9日号 10:39

有川美津子 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 長村明子 神谷勉子

坂口幸子 阪本由美子 坂本雪枝
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佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

鈴木恵子 髙田雅子 寺下千秋

寺田典子 中地淳子 兵頭賢一

平野さち 福井栄子 増田典子

向髙寿子 山田啓子 山本スズ子

山本晴代

◆2020年4月16日号 10:39

荒木節子 岩谷友子 太田貴子

越智真弓子 北村優美子 清水百世

新熊美衛子 髙久俊子 田渕浩子

寺西竹子 中本和代 成田由起

西村道子 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

柳内登喜子 山下 豊 山田栄利子

大和澄子

編:中本和代

◆2020年4月23日号 9:53

荒木節子 大島幸枝 大塚しづ子

岡﨑節子 小倉玲子 上村裕子

神谷勉子 川添美智子 川端砂代子

北村優美子 帰村千恵 久下悦子

坂本雪枝 佐藤公平 澤井 稔

嶋津美香 武市敦子 玉置明美

地上博子 坪田捷子 寺田典子

冨田久美子 直場徳宥 橋村惠子

濵 洋一 兵頭賢一 平田惠美子

平野さち 弘津千加子 前田元子

松原和子 吉田典子 和田ゆう子

◆2020年4月30日号 10:18

天江美佐子 有川美津子 稲田至功子

大坂陽子 大島幸枝 大塚しづ子

上村裕子 神谷勉子 川添美智子

川端砂代子 國分清子 小林万智子

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

武市敦子 竹田佳代 玉置明美

坪田捷子 寺下千秋 西村早斗子

濵 洋一 兵頭賢一 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 八十嶋敦子

山田啓子

編:中本和代

◆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   

◆3･4月の貸出実績

点字 3月:154tl 4月:190tl

DAISY 3月:3033tl 4月:3285tl

テープ 3月:12tl 4月:36tl

★3･4月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

[3月]

体にうれしい藤井恵のまいにち

納豆(藤井恵)

樹海考(村田らむ)

大丈夫!何とかなります免疫力は

上げられる(奥村康)

警察用語の基礎知識

(古野まほろ)

[4月]

昭和の東京12の貌(文芸春秋)

ミッションスクールになぜ

美人が多いのか(井上章一)

京都のいいとこ｡(大橋知沙)

タカラモノ(和田裕美)

【録音図書】

[3月]

口入屋賢之丞､江戸を奔る

(平谷美樹)

暁の風(宇田川敬介)

日本の歴史1 神話の時代から

(渡部昇一)

夏井いつきのおウチde俳句

(夏井いつき)

[4月]

精神科医が断言する｢老後の

不安｣の9割は無駄(保坂隆)

気の利く大人のひと言目(斎藤孝)

口入屋賢之丞､江戸を奔る

(平谷美樹)

近江路を歩いた人々(江竜喜之)

板波キミ図書 情報サービス

森田敏子情報システム

  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｡

◆プライベート製作

解剖学超まとめ 山田理子

彫刻に触れるとき 森 美恵子

◆テキストDAISY図書

アメリカの奴隷制と黒人

DAISY編集:森 美恵子

DAISY校正:森田敏子

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢釣りバカ日誌20 ファイナル｣

ナレーション:川添美智子

台本制作･編集:加藤由美子

川添美智子

台本校正:中嶋真弓

  パソコンサポート
(ボイスネット)

HP更新:中条正信

週報:高田佳直 和田眞由美

  ご 寄 附

親切会 関西支部

日本基督教団北白川教会

ラジオチャリティミュージックソン

鵜沢康久 木下正義 米谷治子

湯川欣晃 2件

匿名1件(敬称略をご容赦下さい)

感 謝 報 告



新型コロナウイルス感染予防対策の記録

当館では２月27日より、新型コロナウイルス

の感染拡大を抑止するため、以下の対策を実施

しました。今回の記録としてご報告します。

◆館内でのボランティア活動

＊２月27日から館内のボランティア活動と

講習会・定例会等を休止

＊点訳ボランティア養成講習会の早期終了

(修了者８人に郵送で補修講習を実施）

＊ボランティア交流会･感謝式典･友の会総会

(感謝式典は後日、館内で実施します。)

＊ボランティア世話人会の休止(３月､５月)

＊｢ガイド体験｣(例年５月に開催)の中止

◆４階会議室の貸出利用休止

＊２月27日から現在も継続中

利用者サービス◆

＊図書貸出・電話受付応対の短縮

２月28日から時間短縮:午前10時～午後３時

４月９日から曜日短縮:火･木･土曜日のみ

(４月７日 大阪府に緊急事態宣言発令)

＊５階サービスフロアの利用者サービス

２月26日から｢対面リーディング｣休止

２月27日から｢情報通信機器個人講習｣休止

４月８日から来館応対を全面的に休止し、

電話受付時間を短縮:午前10時～午後３時

(パソコンQ&Aとサピエサポートは４時まで)

４月14日から｢プライベート製作｣受付休止

広報活動◆

４月21日 ｢ ｣｢読書｣５月One Book One Life

号の休刊に代えて、緊急連絡のハガキを発送

職員の在宅勤務◆

感染拡大を予防するため、各部署の勤務態勢

を見直し、時差出勤・在宅勤務を進めています。

また、 会議なども取り入れています。ZOOM

今年度、中止となった主な関連行事

大阪：バリアフリー2020大阪(４月)

中央区バリアフリー上映会(６月)

全視情協：総会・新任管理者研修会(６月)

サピエ研修会(７月、大阪)

第46回大会(10月、高知)

日盲社協：第68回全国大会(６月、滋賀)

ガイドヘルパー単独での買い物等代行が許可

厚生労働省は、臨時的な取り扱いとして｢ヘ

ルパーが、当事者と一緒ではなく単独で買い物

の代行や薬の受け取りの代行等を行うこと｣が

可能であることを４月28日付けで公表しました。

視覚障害者の方々が同行援護による外出の制限

を受け困っている中、せめてもの救済策です。

人事のお知らせ

当館では、３月１日付で、以下の職員を採用

しました。

山原瑞穂 製作部点字製作係

また、４月１日付で、下記の通り職員の昇格

がありましたので、お知らせいたします。

林田 茂 総務部長

木田陽子 製作部録音製作係 主任

あ ゆ み

【３月】

２月27日～ ボランティア来館活動休止

17日 ダスキン研修生アリさん研修(～28日)

【４月】

９日 ｢ボランティア友の会世話人会｣中止

５階サービス部休室(書庫・在庫整理日)

18日 ｢オープンデー｣中止

【５月】

８日 わろう座映画体験会 中止

14日 サービス部休室(書庫・在庫整理日)

予 定
【６月】

11日 サービス部(５階サービスフロア・別館

図書情報係)休室(書庫・在庫整理日)

14日 ｢チャリティーコンサート｣中止

外出自粛で、きっと沢山の方が本を読編 集

んでいると思い、サピエのダウンロード後 記

数を調べてみると、昨年の４月は 件だっ315,497

たのが今年はなんと 件と６万件も多か376,544

ったことが分かりました。この３ヶ月間、皆さ

んはいかがお過ごしだったでしょうか。一日も

早く｢いつもの日常｣を取り戻せますように(茂)

2020年６月号ONE BOOK ONE LIFE
ワ ン ブ ツ ク ワ ン ライフ
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