
第44巻3号2020年7月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

専門点訳・音訳講習会の実施予定について

毎日新聞大阪社会事業団と当館では、2020年

度第33回専門点訳･音訳講習会を、昨年度の延

期分と合わせて合計７コース開講します。また、

ウイルスの感染予防対策に取り組みつつ、今年

度は一部オンライン(インターネットで映像と

画像を共有出来るアプリを使用)による講習会

も予定しています。年間予定は以下の通りです。

詳細は各コースの開講前に本誌に掲載します。

◆専門点訳講習会

・理科､算数・数学コース(一部オンライン)

コロナ禍で昨年度より延期されていました。

８月20日より全４回。申込済みの方が対象

・古典コース(一部オンライン)

９月16日(水)より、全６回

・楽譜コース(オンラインのみ)

10月８日(木)より、全８回

・表点訳コース

2021年１月～２月頃、全２回

・UEBレベルアップコース(一部オンライン)

2021年１月～３月頃、全２回

◆専門音訳講習会

・音声解説 基礎･応用コース

９月９日(水)より、全５回

・小説の読み方コース

11月５日(木)、11月18日(水) 各１回

当館の点訳・音訳ボランティア養成講習会

音訳講習会(1)は今年は行わず、(2)(3)はす

でに申込のあった方を対象に実施します。点訳

講習会も残念ながら今年度は実施しません。

オンライン新企画｢日本ライトハウス展｣

当館では毎年秋、視覚障害者用具・機器展示

会｢日本ライトハウス展～全国ロービジョンフェ

ア｣を開催しています。今年は“ウィズコロナ”

に対応する新企画としてオンライン(インター

ネット)で行い、動画を閲覧できるYouTubeと、

多数の参加者によるミーティングが出来るZoom

をフルに活用して開催する予定です。開催時期

は10月から11月の予定。詳細は次号に掲載しま

すので、ご期待ください。

７月の休館・休室予定

７月９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

７月23日(木)、24日(金)祝日＝全館休館日
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活動20年･30年を迎えられた８人に感謝状
館内活動再開後、在館のボランティアと職員でお祝い

2019年度にボランティア活動20年・30年を迎えられた方々に対する感謝状贈呈を、６月から館内

活動の再開に伴い、個別に開始しました。３月のボランティア交流会が中止となったため、来館

された日に合わせてお仲間と職員で贈呈式を行い、お祝いさせていただいています。受賞者のプロ

(感謝状贈呈の際に撮影したお写真を掲載しています ）フィールを感謝を込めてご紹介します。 。

感謝状贈呈者のプロフィール

◆活動歴30年以上

【音訳】１人

長年スタジオ録音でご活躍。渡邊周子さん
かねこ

2004～05年度は友の会の世話人もされました。

文学作品の音訳が多いですが、プライベート製

作も引き受けてくださり、さまざまな分野の資

料を読まれています。戦前の旧字･旧かなづか

いの図書の音訳も頼りになる方です。

【対面】１人

小説をはじめ試験の問題集麓 孜子さん
ふもと あ つ こ

や郵便物まで、幅広い分野を読んでいただいて

います。柔らかい雰囲気で、利用者の方に応接

されている穏やかな笑顔がとても印象的な方で、

普段読まれない分野の本でも｢読んでみます｣と

引き受けてくださり、大変心強い限りです。

◆活動歴20年以上

【対面】１人

主に英語の原書を読んでいた眞野祥子さん
さちこ

だいていますが、古典から専門書までさまざま

な資料をお願いする時も快くお引き受けいただ

き、とても頼もしい存在です｡また、対面を始

める前などに貴重なお話も聞かせてくださり、

いつも楽しく勉強させていただいています｡

【電子書籍】２人

1999年に池尻三千子さん

近畿視情協の拡大写本講習会を

受講後、2009年まで拡大写本

製作グループ｢ズームアップ｣で

詩吟教本や日常書類など、利用

者の希望にそった資料を製作し

てくださいました。近年は電子書籍の元となる

テキストデータ入力を支えてくださっています｡

1999年度、新田 優さん
ゆう

当館が開催した第１回の拡大

写本講習会を修了。｢ズーム

アップ｣でさまざまな拡大写

本を製作された後、第２回・

第３回の講習会を受講された

お仲間と一緒に2009年、電子書籍に移られ、今

も毎週データ入力を続けてくださっています｡

【点訳】３人

約80タイト有光美穂さん

ルの点訳・校正の他、英語点

訳を長年ご担当いただいてお

り､｢『なんでやねん』を英語

で言えますか？｣｢入試英熟語

1100｣などの実用書や参考書、

小学国語・中学英語の教科書、利用者から依頼

のあった英語書籍のプライベート製作にもご協

力いただいています｡

約100タイトルの点訳・校正加瀬 孝さん

をしてくださっています。点訳の分野は幅広く、

｢大阪暮らしむかし案内｣｢関西花の寺二十五カ

所｣など歴史や旅に関連した図書から、｢ペンギ

ンが教えてくれた物理のはなし｣といった自然

科学、｢日本語の化学｣など国語に関する図書な

ど幅広い分野に取り組んでおられます。

これまで宍戸邦栄さん
ししどくにえ

に約160タイトルに及ぶ図書

の点訳・校正をしていただい

ています。｢あらすじで読む

名作歌舞伎50｣｢吟詩｣など芸

能にまつわる図書や｢イエズ

ス会の世界戦略｣｢聖書を歩く｣といった宗教関

連書を含め、文学書を多数手がけられています。

ボランティアのページ
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｢納得してしまったら、それ以上のものは作れない｣を道標に
みちしるべ

録音製作の難しさとやり甲斐にあっという間の４年間

録音製作係 内藤 流津
る つ

当館６階の製作部録音製作係では年間約

200タイトルの図書、雑誌、プライベート

図書を製作しています。製作(当館の蔵書

の場合)は図書の選定→音訳→校正→編集

→デイジー校正(編集校正)→最終校正→最

終チェックという流れで進み、約３か月～

半年程で完成となります。音訳から最終校

正までの作業をボランティアの皆様にお願

いしており、およそ200人の方に活動して

いただいています。活動拠点となる録音製

作係のフロアには、８ブースのスタジオ、

10台の校正・編集用パソコン、下調べ(調

査)用のさまざまな辞書などがあります。

また、製作作業は館内だけではなく、ご自

宅でも行っていただいています。

さて、そんな録音製作係での私の仕事は、

製作図書の選定、ボランティアの皆様の

コーディネートや製作のサポート、完成し

たデータを確認する最終チェックなどです。

製作図書の選定は、最近任せていただけ

るようになった仕事の１つ。製作図書は月

に１度開催する選書委員会で選定しており、

サービス部と製作部の各係が候補図書を持

ち寄り、決定します。利用者の方のニーズ

や社会情勢、流行など、さまざまなことを

勘案し、検討を重ねています。録音図書を

生み出す最初の一歩となるこの仕事をさせ

ていただけることが決まった時は、嬉しさ

と共に責任感に身が引き締まる思いでした。

図書選定の際は、図書館や書店を駆け回

り、様々なジャンルの図書を探してきます。

時には馴染みの無いジャンルや専門的な

図書の製作が決まることもありますが、ボ

ランティアの方が｢普段読まない図書に出

会えて嬉しい｣と快く引き受けてくださっ

た時には、安堵と感謝の気持ちでいっぱい

になります。

図書の選定が終わると、すぐに製作スタ

ート！しかし、どの図書の製作も｢文字で

書かれている情報を音だけで伝える｣こと

の難しさにぶつかります。特に最近は、イ

ラストや文字の装飾、図・表・写真がふん

だんに使われていたり、レイアウトに凝っ

ていたりする本が増えています。目で読む

のは易しくても、いざ製作となると｢過不

足無く｣音に変換することはとても難しい

ものです。ゴール(完成)までに多くの壁が

立ちはだかりますが、ボランティアの方と

一緒に考える時間が楽しく、良いアイディ

アが閃いた瞬間は最高です。

ボランティアの皆様や先輩職員はみんな

博識で、より良い録音図書を作るために妥

協しない、｢熱意｣に溢れた方々ばかりです。

｢もっと良いサポートが出来るようにな

りたい｣｢追いつきたい｣と夢中で働いてい

る内に、あっという間に４年が経ちました。

この仕事が本当に好きで、最近では休日に

行った写真展で｢説明文｣を考えていたり、

読書をしていても｢あっ、ここには字説(字

の補足説明)がいる｣と考えていたりする自

分がいます。

入職して間もない頃、あるボランティア

さんから｢自分の読んだものに納得したこ

とはない、納得してしまったら、それ以上

のものは作れないから｣というお話を伺い

ました。心が震えたその言葉は、今も私の

道 標となっています。
みちしるべ

これからもいっそうの精進を重ね、ボラ

ンティアの皆様、職員と一緒により良い録

音図書を作り続けていきたいと思います。

センターのページ
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図書館利用、情報取得、外出、触知などに大きな影響
新型コロナウイルスと視覚障害者の被害

新型コロナウイルスの感染拡大は、視覚障害者により大きな影響を及ぼしています。今回、

、そして今日、視覚障害者の方々がどのような苦労や不便を被り、不安やストレスを覚えているのか

利用者から伺ったことを中心にお伝えします。いずれも簡単には解決できない問題ですが、ウィズ

コロナの時代、視覚障害者の方々の困難を理解し、支えていきたいと思います。(館長 竹下 亘)

全国の点字図書館のサービスが縮小

当館を含め全国の点字図書館において、大変

心苦しかったことは、職員の出勤とボランティ

アの来館制限等により、図書貸出の受付日時の

短縮、録音雑誌の休刊、館間貸借の停止、対面

リーディングやプライベート製作の休止など、

図書館サービスを縮小せざるを得なかったこと

です。このため、利用者の方々には、図書や雑

。誌の貸出で大きなご不便とご迷惑をかけました

当館では、図書貸出とプライベート製作は、

６月から通常活動を制限付きで再開したことに

より、元に戻りつつありますが、対面リーディ

ングは特に｢密｣になるため、ボランティアの皆

さんのご理解を得た上で、再開する方策を検討

中です。また、点字・録音図書等の製作も３ヶ

月間、来館活動を止めたため作業が遅れ、当分、

自館製作図書が減少することは避けられません。

今後は、こうした事態の再来に備え、サピエ

の普及と、リモートで製作やサービスを行える

仕組みの整備に努めたいと思います。

視覚障害者用具･機器の相談･購入にも影響

視覚障害者用具のサービスについても、利用

者からは次のような声が聞かれました。

＊白杖が壊れた時はすぐに修理してもらえな

いと歩けなくなるので、とても心配。

＊電子機器は実物を触らないと分からないし、

使い方を対面で教えてもらう必要がある。イン

ターネットに説明の動画もあるが、やはり見え

ないので微妙に分からない。商品の実物を手に

取り、確かめられる場所が閉まると大変困る。

当館５階のサービス部では、４月８日から来

館をお断りし、電話等だけの受付になりました

が、白杖の修理や音声体温計などの購入には極

力お応えしました。来館サービスは６月から予

約制で再開しましたが、改めて用具や機器の相

談・販売サービスの重要性を感じています。

ウイルスと支援制度の情報保障が不十分

その他、利用者の方々が困ったり、不安に思

っていると答えたことを、｢情報保障｣｢外出｣

｢触知｣｢その他｣に分けてまとめてみました。

＊新型コロナウイルスに関する大量の情報か

ら適切な情報を取捨選択し、自分なりに整理す

るには６月初めまでかかった。特に視覚障害者

に役立ち、分かりやすい情報提供が少ない。サ

ピエには関係書籍がたくさん製作・登録されて

いるが、テキストデイジーが大半で、点字や録

音は少ない上、限られた時間でどれを読めば良

いか、判断するのはとても難しいと思う。

＊特別定額給付金の書類が届いたが、封筒に

は何の目印もなく、一人暮らしの方は分かりに

くかっただろうと思う。スマートフォンのアプ

リで読み上げることもできるが、使える人は一

部だし、いつも正しく読むわけではない。申請

書類も、誰かに代読・代筆をお願いしなければ

ならない。個人情報満載の書類を人に見せるの

は、かなり心配がある。

＊治療院を経営しているため持続化給付金を

申請した。ネットで自力で申し込もうとしたが

２回エラーになって諦め、家族に手伝ってもら

った。別の給付金では、書類集めが大変で、視

覚障害者が申請するには非常にバリアが大きい。

単独歩行や外出に伴う困難や苦労

＊マスクを着用しての白杖歩行では、顔に当

たる風や香りが遮断されたり、障害物が近づい

た際に分かりにくく、普段以上に疲労を感じる。

＊単独で外出せざるを得ない時、乗り換えな

どの誘導依頼に躊躇したり、消毒液の場所がわ

からず苦労する。

。＊店が閉まっていることが分からず、困った

＊自由に出かけられず、運動不足になると同

時に、歩行感覚が鈍るのが不安だった。

利用者のページ
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＊あんなに間を空けて並ばれると、並んでいる

ことすら自分では分からない。しかも、その後ろ

に、感覚を置いて並ぶのは絶対に無理。

＊人との距離感が分からず、前に人がいると

知らずに近づきすぎてしまった時、少しぶつか

ってしまって咳払いをされ、嫌な思いをした。

＊同行援護を複数の事業所で契約利用してい

るが、緊急事態宣言が解除されてからも、余暇

目的の利用には制約がある。

＊感染リスクからホームヘルパーも頼めなか

った(６月からは利用を再開できる予定 ）。

｢触知｣の不安と影響

＊店で食料品を買う時、容器の表面はきれい

なのか、不安になる。料理の際も、ウイルスが

付いているように思われる物を触る度、知らず

に何かに手が触れる度に手洗いし、何度手を洗

っていることか。それでもなお不安を覚える。

＊特に冬は、手指消毒、手洗いを頻繁にして

いると、指先が乾燥し荒れてしまい、指先の感

覚が鈍って素材の判別がつきにくかったり、点

字校正のスピードが落ちて困った。強力な保湿

成分のハンドクリームを擦りこんで乗り切った。

収入の激減、買物の苦労、感染の不安など

＊マッサージでデイセンターや老人ホームに

定期的に通っていたが、外部からの立ち入り禁

止で、収入がなくなった。治療院を自営してい

る人はお客は９割減り、生活が大変。

＊アルコールやマスクを全く買えなかった。

一般の方もそうだとは思うが、ガイドヘルパー

との限られた外出の機会ではなお購入は困難。

＊マスクやトイレットペーパー、洗剤など、

生活に必要なものを備蓄しておくことは、晴眼

者以上に大事だと感じた。

＊ウイルスに感染してしまったら、かかりつ

け医や保健所などに問い合わせて、検査に出か

けるまでの手続きがうまく行くかどうか不安。

病院に行っても、院内での行動などは大丈夫だ

ろうか （看護師さんも手引きなどしてくれる。

余裕はないのではないだろうか）

＊万一、コロナ禍で自然災害に見舞われたと

き、どのような行動をとれるだろうか。助けを

求められるだろうか。

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5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

5月分完成点字図書

8タイトル24冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

生き抜くチカラ

(為末大) 1冊

点:中沢由美子

校:清水浩子 八木光子

商店街の怪談

(上田千寿) 1冊

点:雀部喜久子

校:加尾美千子 八木光子

生活習慣病の漢方内科クリニック

(入江祥史) 4冊

点･校:G東医

電信柱と妙な男

(小川未明) 4冊

点:木内孝子

校:辻 志津江 宗像真李子

ほんとうはこわい植物図鑑

(小林正明監修) 2冊

点:小泉憲一

校:G校正 平野 健

連鎖退職(山本寛) 3冊

点:生嶋貞夫

校:古本扶美子 木村寿子

橋詰玲子

和菓子を愛した人たち

(虎屋文庫) 4冊

点:福田真弓

校:喜多冨佐子 池田園子

清水浩子

現代語訳渋沢栄一自伝

(渋沢栄一) 5冊

点:山口節子

校:G校正 平野 健

  録 音 製 作

5月分完成録音図書

7タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

回転寿司になれる魚図鑑

(松浦啓一監修) 3:39

音:平田佳子

校:久保洋子 伊東晴子

編:辻野玲子

感 謝 報 告
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知って安心!不整脈パーフェクト

コントロール(岡村英夫) 4:40

音:小林万智子

校:上月直子 阪本由美子

編:小倉玲子

トヨタ現場の｢オヤジ｣たち

(野地秩嘉) 4:40

音:渡瀬尚子

校:有末 道 福島博子

編:上月直子

訪問看護師という生き方

(森元陽子) 4:56

音:有川美津子

校:山田啓子 本村英子

編:辻野玲子

もの書く人のかたわらには､

いつも猫がいた

(角田光代 他) 3:28

音:二宮真理

校:辻野玲子 前田元子

編:植田美穂子

私が選ぶ名監督10人

(野村克也) 9:29

音:澤田和代

校:上田道子 脇本登志子

編:山下富代

私の鉄道人生“半世紀”

(須田寛) 7:08

音:岡﨑節子

校:辻野玲子 阪越紀子

編:寺田典子

  プライベート製作

点字図書

ゴルバチョフ上(W･トーブマン) 9冊

点･校:永薮直子 西山和子

松本稔子

校:木村寿子

旅立ちの日に… 1冊

点:辻野純代

校:橋本和代

アヴェ マリア 1冊

点:奥村純子

校:辻野純代

翼をください 1冊

点:奥村純子

校:辻野純代

録音図書

火宅(橋本かずみ) 7:48

音･編:川添美智子

  定 期 刊 行 物

2020年6月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:木下正義 西垣泰子

2020年6月号『読書』

デイジー版 1:10

音:寺下千秋 校:下山とよみ

発送:板波キミ

2020年6月号『JRニュース』

点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～くすっと笑えて

2020年6月号元気の出る本』

デイジー版 0:10

音:寺下千秋

校:下山とよみ

2020年4月号『子供の科学』

デイジー版 4:41

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

2020年『サイエンスかわら版』

4月号

デイジー版 4:38

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大桑久美子 北川温子 木村純子

福島博子 溝渕久美子 本村英子

山本雅子

Vol.35 No.3『鍼灸OSAKA』

(2019 135号)

デイジー版 7:03

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 金井典子

佐藤圭子 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

『日経パソコン』

デイジー版2020年5月号 4:23

デイジー版2020年6月号 4:16

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 桂 公子

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 横山時子

デイジー版『週刊新潮』

◆2020年5月7日･14日号 11:26

井尻府三重 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 小林万智子

坂口幸子 阪本由美子 地上博子

中村千賀子 中村直美 中本和代

西田文子 野村美穂子 橋本順子

東浦雅代 久富恭子 兵頭つね子

深津綾子 福田佳代 向髙寿子

編:中本和代

◆2020年5月21日号 11:19

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

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 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
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◆2020年5月28日号 10:02

天江美佐子 稲田至功子 上原多美子

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 川端砂代子 久下悦子

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 地福延代 嶋林茂子

清水純子 武市敦子 玉置明美

地上博子 坪田捷子 寺田典子

冨田久子 西村早斗子 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 八十嶋敦子

山本スズ子 吉田典子 和田ゆう子

◆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

  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

よくわかる家族社会学

中川幸子 軒原 修 森 美恵子

◆テキストDAISY図書

働くあなたに伝えておきたい

100のこと

テキスト化:山田理子

テキスト校正:森田敏子

DAISY編集:加藤珠子

DAISY校正:足立佐紀子

◆マルチメディアDAISY図書

川をくだる小人たち

テキスト化:岸井啓子

木原富子 佐藤久子

千徳節子 新田 優

画像:加藤珠子

DAISY編集:森 美恵子

足立佐紀子

音:二宮真理 吉川順子

少年探偵22 仮面の恐怖王

DAISY編集:酒井佐代子

DAISY校正:森田敏子

画像:足立佐紀子

少年探偵23 電人Ｍ

DAISY編集:酒井佐代子

DAISY校正:森田敏子

画像:足立佐紀子

 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

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢アラジン｣

ナレーション:藤井倫子

台本制作･編集:田中千壽子

藤井倫子 松永和子

｢警部補 古畑任三郎

FINAL フェアな殺人者｣

ナレーション:西川真知子

台本制作･編集:大桑久美子

西川真知子

台本校正:鹿津直美

館内お手伝い   

板波キミ図書 情報サービス

森田敏子情報システム

◆5月の貸出実績

点字 118tl DAISY 2592tl

テープ 6tl

★5月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

なんてやつだ(野口卓)

あなたがひとりで生きていく時に

知っておいてほしいこと

(辰巳渚)

アリバイ崩し承ります

(大山誠一郎)

おいしいお茶の秘密

(三木雄貴秀)

【録音図書】

ムゲンのｉ 上･下(知念実希人)

大江戸監察医(鈴木英治)

彼女たちの犯罪(横関大)

その苦しみは続かない

(竹内昌彦)

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【5月実績】

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附

木下正義 竹田佳代

湯川欣晃2件

(敬称略をご容赦下さい)

感 謝 報 告



ボランティア友の会世話人会がスタート

ボランティア友の会では毎年、係毎に世話人

を選任し、原則２年単位で交替しています。通

常は３月末に引継を行うところ、今年はやむな

く延期して来ましたが、６月18日、今年度第１

回の世話人会と新旧引継を行うことができまし

た。今年度の事業計画は、７月に開く世話人会

で話し合われます。２年間世話人を務めて下さ

った川添美智子さん(音声解説)、小泉憲一さん

(点字)、小林弘子さん(図書･情報)、三原佳子

さん(録音)にお礼申し上げます。

(敬称略)：前列左から今年度の世話人会の方々

留任の池本滋子(対面)、植田美穂子(録音･書

記)、笠松幸彦(電子書籍・代表)、鴻上真理(点

字・会計)、奥幸子(録音)、後列左から新任の

田中恵子(録音)、大安徹雄(点字)、尾崎一恵

(音声解説)、担当職員の大岡亜希子(総務係)。

留任の松谷富子(対面・会計監査)は欠席でした。

｢警報｣発表時の館内活動の休止について

当館では、大阪市内に暴風警報か特別警報が

出た場合、以下のように館内のサービスとボラ

ンティア活動を休止させていただきます(職員

は可能な限り出勤し業務を行います)｡

①午前７時現在、大阪市内に暴風警報か特別

警報が出ている場合＝午後１時まで休止

②午前10時現在、出ている場合＝全日休止

③午前10時以降に出た場合＝警報が出た時点

で休止

④その他、館長が危険と判断した場合は休館

することがある。

肥後橋駅２番ホームで再び転落事故

今年１月29日夕方、大阪メトロ肥後橋駅２番

ホームで、録音ボランティアの野村昭子さんが

転落して亡くなられた事故が起きたばかりです

が、６月５日午後、ほぼ同じ箇所で、当館の

全盲の利用者が転落して大けがをされる事故が

起きました。なんば駅から乗車して肥後橋駅で

下車し、電車の発車後、２番ホームの端の点字

ブロックを白杖で辿りながら、北改札に向かっ

たところ、左端に寄りすぎて、鉄柵のない箇所

で転落されたようです。この箇所については、

２月から大阪メトロに対し、鉄柵の南端から車

両の先端まで６ｍの“隙間”に鉄柵を延長する

よう要望してきましたが、２年後にホームドア

が設置されるなどの理由で、改善されていませ

ん。当館では今回の事故を機に、改めて強く改

修を求め、要望を続けていきますが、肥後橋駅

を利用される皆様もくれぐれもご注意ください。

あ ゆ み

【６月】

２日 利用者の来館サービスとボランティア

活動、会議室利用の段階的な再開を開始

14日 チャリティーコンサート中止

18日 Ｖ友の会世話人会第１回・新旧引継

予 定
【７月】

９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)

11日 オープンデー(館内見学日・再開)

23･24日 全館休館(祝日)

６月開催の世話人会で久々にお会いす編 集

ると、以前は無かった顎髭姿のＫさん｡後 記

コロナで自粛中にダンディな姿に変身されてお

られました。私はこの機会に運動量を増やそう

と、長居公園でのランニングに励みましたが、

見た目も体重も変化なく現状維持を保っていま

す。学生時代の顧問の先生の教え｢現状維持は

退化に等しい｣という言葉が、私の胸と二の腕

に突き刺さる自粛期間の毎日でした。(亜)
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