
第44巻4号2020年8月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

専門点訳・音訳講習会３コースを開催

当館と毎日新聞大阪社会事業団共催の第33回

専門点訳･音訳講習会３コースの受付を始めま

した。コロナ感染予防を徹底して実施します。

◆専門点訳講習会｢古文コース｣

＊来館受講とオンライン受講から選べます。

内容 初心者でもわかりやすい古文の点訳に

ついて学びます。

日時 ９月16日､30日､10月14日､28日､11月11日､

25日(隔週水曜日)10時～12時、全６回

講師 当館専門点訳指導員

定員 20人 受講料 2,000円

締切 ８月25日(火)

◆専門点訳講習会｢楽譜コース｣

＊オンラインによる受講のみとなります。

内容 楽譜点訳の未経験者を含めて、基礎から

学んでいただきます。

日時 10月８日､11月12日､12月３日､24日、

１月７日､28日､３月４日､25日(木曜日)

10時～12時、全８回

講師 加藤俊和氏

定員 20人 受講料 2,000円

締切 ９月15日(火)

◆専門音訳講習会｢音声解説基礎･応用コース｣

内容 映画(映像)の状況説明の仕方を基礎から

学びます。

日時 ９月９日～10月７日(毎週水曜日)13時～

16時 全５回 (最終日のみ17時まで)

講師 当館職員、外部のゲスト講師

定員 25人 受講料 1,000円

締切 ８月20日(木)・先着順

●受講ご希望の方は、いずれも要項をご請求

の上、お申し込みください。点訳は点字製作係

(電話06-6441-1028)、音声解説コースは(電話

06-6441-0015)までどうぞ。

体温測定とマスク着用、手洗い励行のお願い

当館へご来館の際は、出発前に体温測定をお

願いします。熱がある時や体調不良の場合は、

来館をお控えください。また来館時は、手洗い

(手指消毒)を励行し、マスクを着用ください。

体温測定を忘れたり、マスクをお持ちでない場

合は、３階総務係で体温測定やマスクのお渡し

をいたします。なお、５階サービスフロアへの

ご来館は事前予約をお願いします。

【３頁｢拡大掲示板｣に続く】
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当館サービス部の岡田 弥部長が交通事故で逝去
あまね

視覚障害者と共に楽しむことを生きがいとした人生を偲ぶ

当館サービス部の岡田 弥部長が７月２日(木)午前７時半頃、大阪市都島区の国道１号をバイクで

走行中、クレーン車に巻き込まれ、救急搬送された病院で亡くなりました。当館を中心に全国で

活躍中の56歳。新型コロナウイルス感染予防のため、奈良市の自宅からたまたまバイクで通勤した

日の事故で、クレーン車の運転手は酒気帯び運転だったことがわかり、残念な限りです。ご葬儀には

全国から50基以上の供花と166通の弔電が寄せられ、その後も生前の感謝と哀悼の意を表される

視覚障害者の方が引きも切らず、私達も非常な悲嘆と喪失感を覚えています。(館長 竹下 亘）

岡田さんは1964年生まれ。京都大学で京大点

訳サークルに入り、後輩の広瀬浩二郎さん(民

族学博物館准教授)と親交を結び、大学院で視

覚障害乳幼児を対象にした発達心理を研究した

ことなどから、1992年、日本ライトハウス視覚

障害リハビリテーションセンターに入職。点字

訓練などを担当した他、いち早くパソコンの可

能性に注目して、視覚障害者の利用を支援し、

1997年に当館で開講したパソコンサポートボラ

ンティア講習会の講師を務めた後、2001年、当

館の｢エンジョイ！グッズサロン｣新設に伴い、

主任として異動。視覚障害者用具の普及、パソ

コンや電子機器の利用支援、近隣地域への出張

展示、眼科医との連携によるロービジョン相談、

支援者へのＩＴ講習等、次々に活動を展開し、

当館サービス部が今日職員14人、年間来室者５

千人、電話相談３千件という全国屈指のサービ

ス拠点になるまでの発展を導きました。

岡田さんが素晴らしかったのは、気取ったり

気負うことは一切なく、視覚障害者のさまざま

な困難や関心事に関わり、仲間と共に活動する

ことを楽しみ、生きがいとしていたことです。

そのため、岡田さんの視覚障害関係の活動は

組織や仕事の枠を越え、夜や休日も関係ありま

せんでした。また少ししか飲めないのに、色々

な人を飲み会に誘ってお喋りするのが大好きで

した。岡田さんが要の役割を果たした広域的な

団体は、視覚障害リハビリテーション協会、き

んきビジョンサポート(ＫＶＳ)など、枚挙にい

とまがありません。さらに、視覚障害児童のキ

ャンプ、点字触読や白杖歩行の支援、鉄道駅の

安全設備の普及、震災で被災した視覚障害者の

支援活動、視覚補助具の視覚支援学校へのクラ

ウドファンディング事業など、岡田さんが率先

して取り組んだ事業や、私的な時間を使ってパ

ソコンや歩行などを支援した視覚障害者の方々

も数えきれません。

岡田さんは７年前、ＫＶＳのホームページに

10年後の夢を書きました。｢『見えにくさで困っ

ている人がいれば、とにかく駆けつける』とい

うのが、私がやりたいけれどもなかなかできな

い最大のことです。…これからの10年は、組織

の枠を超えてこういうサポート体制ができてく

る10年であればいいなと思います。…サポート

体制が実現するなら、死ぬのは嫌だけど、死ぬ

ほど忙しくなるくらいは我慢しようかなあ…。｣

岡田さんの人生は、まさにこの言葉通りだった

と思いますが、この夢を果たす前に、56歳とい

う若さで旅立ったのは惜しまれてなりません。

こんなかけがえのない岡田さんの代わりには

なれませんが、職員一同、その遺志を心に刻み、

少しでも受け継いでいきたいと願っています。

センターのページ
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日本ライトハウス展をYouTubeとZoomで開催

西日本最大の視覚障害者用具・機器展 ｢日本

ライトハウス展～全国ロービジョンフェア2020｣

(読売光と愛の事業団共催)を、今年はインター

ネットを活用し、動画を閲覧できる とYouTube
ユ ーチ ユ ーブ

多数の参加者が会話できる ミーティングZoom
ズ ー ム

で行います(インターネットを閲覧できない方

へのサポート企画も実施予定です ）。

【特徴１】 で30社の最新・注目製品YouTube

約60点を紹介。１社15分程度の動画を10月１日

から来年３月末まで公開します。出展者と主な

出展品は、９月以降に当館ホームページか、９

月下旬発行の｢ガイドブック｣でご確認下さい。

【特徴２】 ミーティングで｢トークイベZoom

ント～どこまで言っても良いん会｣を開催。30社

を５グループ５回に分け、11月１日(日)と３日

(火・祝日)に利用者と出展者を結んで意見交換を

行います。定員は各回100人。この模様は、

ライブでも実況中継します。YouTube

ご希望の方には｢ガイドブック｣(点字・デイ

ジー・大きめの活字・Ｅメール版)を差し上げ

ます(お一人２種類・各１部まで)。お申込みは、

電話06-6441-0039のサービス部までどうぞ。

チャリティグッズのマルシェバッグが入荷

当館３階総務係では、盲導犬チャリティグッ

ズを販売しています。この度、マイバッグにぴ

ったりなライトデニムマルシェバッグが入荷し

ました(写真左、定価1,500円)。トートバッグ

(写真右、定価1,000円)も各色あります。ご来館

の際はぜひお立ち

寄りください。通

販ご希望の場合は

盲導犬訓練所(電

話0721-72-0914)

。へお願いします

８月～９月の休館・休室予定

８月11日(火)・12日(水)＝５階サービスフロ

アと図書貸出サービス休止。

８月13日(木)～17日(月)＝全館夏期休館。

９月10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。

９月22日(火)祝日＝全館休館日。

９月23日(水)＝５階サービスフロアと図書･

情報係は振替休室(21日月曜指定祝日の振替)。

◆今号は８･９月の合併号です。次号の発送

は９月末になりますのでご了承ください。

当面の点訳・録音・対面等、館内活動の進め方について
３密の回避とZoomの活用、オンラインを駆使して取り組んでいます

●Zoomとは

インターネットを利用して、複数の人と同時

にテレビ会議(ミーティング)ができるサービス

です。パソコンがなくてもスマホやタブレット

で参加することもできます。また、画面共有な

ど便利な機能が備わっています。

●Zoomでフォローアップ講習を実施

点字製作係では、2019年度の点訳基礎講習会

受講者対象にZoomを使った新人ボランティアの

勉強会を行いました。当初は戸惑いもありまし

たが、回数を重ねるごとに皆さんも慣れてこら

れ、コロナ禍の状況の中でもお顔を見ながら同

期の方の様子がわかり、図書を点訳するにあた

っての質問や不安、指摘事項を共有できている

ご様子でした。

●例会や勉強会はオンラインと来館を併用

録音製作係と電子書籍ユニットでは、定例の

例会や勉強会をオンラインと来館を組み合わせ

て行っています。オンラインができる方は自宅

から、自宅では難しい方は来館して参加いただ

いています。グループによって割合に違いはあ

りますが、全員がオンラインという流れのグルー

プも出来てきています。

●製作過程の小打ち合わせはオンラインで

音声解説の台本作成の際に、担当者が集まる

打ち合わせがありますが、職員を交え各担当者

２～３人でZoomを使って話し合っています。

メールだと説明過多になり、伝わりにくい部

分も、お顔を見合わせての話し合いだと短い時

間でスムーズに意見交換ができます。

センターのページ
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●オンラインのメリットとデメリット

メリット：オンラインでも顔を見合わせられ

るのは嬉しい。慣れてくると使いやすい。移動

時間がないので参加しやすい。質問がしやすい。

デメリット：発言のタイミングが掴みにくい。

声が聞きにくい(音量調整・環境によって途切

れ途切れになる)。やっぱりなんとなくオンラ

インは不安。自宅の背景が映るのが気になる。

※Zoomには背景を写真に変える機能もあります。

●対面サービスは、来館でもオンラインで

これまで対面リーディングサービスは、利用

者と密接で向かい合うことから活動を休止して

いましたが、①対策を施した上で対面室より広

い会議室を使用する。②利用者とボランティア

の方が別々の対面室でオンラインでつなぐ。と

いう２つのやり方で再開実施を検討しています。

対面ボランティアで希望される方には、体験の

機会を用意しますので、ぜひお声がけください。

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2020年6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

6月分完成点字図書

8タイトル22冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

アフリカが呼んでいた

(川口築) 3冊

点:藤井恵美子

校:G校正 高橋世貴子

田中陽子

｢お口のリハビリ｣がよくわかる本

(日本訪問歯科協会監修) 2冊

点:福元悦子

校:笹川雅子

おしゃべりながんの図鑑

(小倉加奈子) 3冊

点:本条祐子

校:G校正 平野 健

逆転大名関ケ原からの復活

(河合敦) 3冊

点:池田園子

校:奥村純子 辻野純代

福田真弓 平野 健

銀河帝国は必要か?

(稲葉振一郎) 3冊

点:井上重子

校:G校正 奥村純子

世界魚類神話

(篠田知和基) 4冊

点:塚本紀子

校:辻 志津江 平野 健

ゼロからわかるエジプト神話

(かみゆ歴史編集部) 3冊

点:渡辺節子

校:松下柳子 平野 健

シネマ･デイジー目録2020年6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

学校教材

＊地域の小 中学校で学ぶ児童

･生徒用の点字教科書を2020年

度前期分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13校･37タイトル

中学校１校･２タイトル

【小学校】

新編 新しい国語 １年 上 3冊

点:藤井恵美子

校:笹川雅子

新編 新しい国語 ２年 上 4冊

点:林 さゆり

校:藤井恵美子

新編 新しい国語 ３年 上 5冊

点:松井育子

校:藤井恵美子

新編 新しい国語 ５年 10冊

点:野村惠美子

校:笹川雅子

新編 新しい国語 ６年 10冊

点:木虎真紀

校:山口節子

新編 新しい生活 上 3冊

点:福井真由美

校:土橋貞子

新しい算数 １－① 2冊

点:古林敬子

校:数学グループ 澤田祐子

新しい算数 １－② 5冊

点:古林敬子

校:数学グループ 澤田祐子

みんなと学ぶ 小学校算数 ２年 上

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 上

6冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

わくわく算数 ２年 上 5冊

点:浦田登志子

校:篠田弓枝 澤田祐子

わくわく算数 ３年 上 6冊

点:篠田弓枝

校:古財芳子 澤田祐子

小学算数 ５年 上 7冊

点･校:大阪YWCA点字子ども図書室

Here We Go! ５年 3冊

点:西岡貴美子 本条祐子

校:坂和員子

感 謝 報 告
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CROWN Jr. ６年 3冊

点:有光美穂 杉島貴子

本条祐子

校:池田園子 西岡貴美子

新しい社会 ３年 6冊

点:篠原苑子

校:奥村純子

新しい社会 ５年 上 8冊

点:中野龍子

校:奥村純子

新しい書写 ２年 2冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学書写 ５年 2冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

新しい書写 ６年 2冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 １年 生きる力 2冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 １年 生きる力 ノート

1冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 ２年 生きる力 2冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

校:田中陽子

小学道徳 ２年 生きる力 ノート

1冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

校:田中陽子

小学道徳 ３年 生きる力 3冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 ３年 生きる力 ノート

1冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 ５年 生きる力 3冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 ５年 生きる力 ノート

1冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 ６年 生きる力 3冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学道徳 ６年 生きる力 ノート

1冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

道徳 ６年 3冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

図画工作 ５･６年 上 2冊

点･校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学生の音楽 ２年 2冊

点:辻野純代

校:橋本和代

小学音楽 ６年 4冊

点:橋本和代

校:辻野純代

わくわく理科 ３年 7冊

点:清水浩子

校:木村寿子

わくわく理科 ５年 8冊

点:河村牧子

校:木村寿子

新版 たのしい理科 ６年 8冊

点:浜田史子

校:福元悦子

【中学校】

新編 新しい国語 １年

データ修正:土橋貞子

美術1年 2冊

点:華崎律子

校:土橋貞子

  録 音 製 作

6月分完成録音図書

10タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

あなたが変える裁判員制度

(大城聡 他) 10:35

音:上月直子

校:酒居よし枝 松井喜美代

編:松本紀代

安倍政治100のファクトチェック

(南彰 他) 7:39

音:坪田捷子

校:中澤康子 植田美穂子

編:岡村佳子

カジノの歴史と文化

(佐伯英隆) 6:09

音:脇本登志子

校:西田芳美 伊東晴子

編:山崎千代子

ゲートSEASON2-1

(柳内たくみ) 17:09

音:嶋林茂子

校:有末 道

編:山崎千代子

女性のための鉄道旅行入門

(蜂谷あす美) 5:20

音:中野靖子

校:脇本登志子 松井喜美代

編:山崎千代子

地上最大の行事万国博覧会

(堺屋太一) 6:52

音:片岡珠子

校:佐々木マス子 郡 薫

本村英子

編:小倉玲子

日本の同時代小説

(斎藤美奈子) 12:46

音:奥 幸子

校:宮 清子 植田美穂子

編:橋村惠子

日本人の9割が信じている残念な

理系の常識(おもしろサイエンス

学会編) 4:22

音:羽淵雅子

校:大坂陽子 前田元子

金井典子

編:辻野玲子

人とどうぶつの血液型

(近江俊徳) 4:45

音:竹田佳代

校:目連雅子 辻野玲子

金井典子

編:吉川順子

｢やること地獄｣を終わらせる

タスク管理｢超｣入門

(倉下忠憲) 7:12

音:奥 幸子

校:澤田和代 土井賀津子

編:辻野玲子
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  プライベート製作

点字図書

ゴルバチョフ下

(W･トーブマン) 9冊

点:岩本幸子 大安徹雄

濵田恵美

校:G校正 木村寿子

Seed 中学1年英語Ⅱ 8冊

点･校:グループONE

｢金平糖｣第147回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦

校:若林安也子

リーダー養成青い鳥講座講義録

(特定非営利活動法人認知症

予防ネット) 2冊

点:待田敏彦

校:橋詰玲子

  定 期 刊 行 物

2020年7月号『ONE BOOK ONE LIFE』

発送:木下正義 中島千恵

西垣泰子 山田一弘

2020年7月号『読書』

デイジー版 1:10

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 井川倭文子

2020年7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～初心者のための

2020年7月号東洋医学』

デイジー版 0:13

音:下山とよみ

校:寺下千秋

2020年5月号『子供の科学』

デイジー版 4:12

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』

5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｣

大桑久美子 小倉玲子 金井典子

木村純子 橋本万里 目連雅子

山本雅子

2020年7月号『日経パソコン』

デイジー版 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

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

2020年7月号『英語よもやま通信』

デイジー版 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 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 山本 香

デイジー版『週刊新潮』

◆2020年6月4日号 9:35

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

柏木和子 加藤紀美子 河原眞知子

衣田智恵美 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

東浦雅代 兵頭つね子 深津綾子

福田佳代

編:中本和代

◆2020年6月11日号 10:15

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 加藤和夫 上村裕子

坂口幸子 坂本雪枝 佐藤公平

澤井 稔 鈴木恵子 髙田雅子

武市敦子 寺下千秋 寺田典子

永井憲子 林 由子 兵頭賢一

平野さち 福井栄子 八十嶋敦子

山田啓子 山本スズ子

◆2020年6月18日号 10:31

荒木節子 岩谷友子 太田貴子

越智真弓子 北村優美子 帰村千恵

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

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6月25日号 10:39

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

澤田由紀 沢田玲子 嶋津美香

嶋林茂子 清水純子 鈴木栄二

武市敦子 竹山智子 地上博子

坪田捷子 冨田久子 中島恵子

中地淳子 中田美里 野村純子

濵 洋一 兵頭賢一 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 松浦洋子

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



- 7 -

  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

ちくま文学の森10 とっておきの話

テキスト校正:山本和代

DAISY編集:大和佳代

DAISY校正:加藤珠子

在留特別許可と日本の移民政策

画像･DAISY編集:浦浜容子

DAISY校正:足立佐紀子

◆マルチメディアDAISY図書

幸福と不幸 哲学のおやつ

テキスト化:森田敏子 加藤珠子

DAISY編集:足立佐紀子

DAISY校正:森田敏子

音:二宮真理 吉川順子

オープンキャンパスの超トクする

歩き方講座

スキャン:西村佐世子

テキスト化:森田敏子 山田理子

DAISY編集:足立佐紀子

DAISY校正:森田敏子

音(TTS):吉田典子

10代からのワークルール1

ワークルールってなんだ？

スキャン:西村佐世子

テキスト化:足立佐紀子

森田敏子

画像･DAISY編集:山田理子

DAISY校正:足立佐紀子

音:二宮真理 吉川順子

 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

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 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]

堂 晴美 永崎利恵

◆6月の貸出実績

点字 153tl DAISY 3216tl

テープ 22tl

★6月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

詰将棋 一日一題 初心者から

有段者まで(塚田正夫 他)

中国銀河鉄道の旅(沢野ひとし)

ごみ収集という仕事

(藤井誠一郎)

寿命の９割は｢便｣で決まる

(中島淳)

【録音図書】

機械式時計王子の休日(柊サナカ)

ハーメルンに哭く笛(藤木稟)

ゆら心霊相談所３(九条菜月)

自律神経を整える｢わがまま｣

健康法(小林弘幸)

整理・情報サービス

鱗星千恵子 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

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【6月実績】

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢踊る大捜査線 THE MOVIE｣

ナレーション:廣野美代子

台本制作･編集:中嶋真弓

廣野美代子

台本校正:大桑久美子

｢警部補 古畑任三郎 FINAL

今､甦る死｣

ナレーション･編集:那須由美子

台本制作:平林育子

台本校正:廣野美代子

｢釣りバカ日誌18｣

ナレーション:北川富美代

台本制作･編集:勝亦悦子

北川富美代 鹿津直美

台本校正:廣野美代子

  ご 寄 附

大西祥子 木下正義 島谷久美子

竹田佳代 野村和彦 福井世理沙

匿名3件

(敬称略をご容赦下さい)

ボランティア友の会世話人会報告

7月9日(木)10:00～11:30

出席者:植田 大安 尾崎 笠松

鴻上 田中 松谷

(館から竹下 林田 大岡)

<館からの報告>

･岡田部長の逝去について

<協議事項>

･施設見学会について

･各階活動状況報告

<次回>9月10日(木)10:00-11:30

感 謝 報 告



2019年度音訳ボランティア養成講習会修了

今年３月に終了予定だった音訳ボランティア

講習会(３)が新型コロナウイルスによる中断を

経て７月16日に最終講義を迎え、７人の方が修

了されました。今後のご活躍を期待します。

修了者(敬称略):前列左から阿部眞喜､大屋敦子、

坂本雪枝、清水純子、髙田雅子、中道由美子。

後列左から講師の浜本裕子、担当職員の木田陽

子、久保田部長。稲田至功子さんは欠席でした。

“ガイド”するときのワンポイント

今年度はコロナ禍の影響で、ガイド講習が実施

できませんでしたのでイラストでご案内します。

あ ゆ み

【７月】

９日 ボランティア世話人会

10日 見学:伊藤忠記念財団

11日 オープンデー(館内見学日、６人)

22日 見学:Ｋ市福祉センター設計

予 定
【８月】

１日 ICTサポート講習会(開講式を含む)

７日 わろう座映画体験会｢警部補 古畑任三郎｣

８日 オープンデー(館内見学日、要予約)

11日・12日 サービス部(５階サービスフロア、

別館図書･情報係)休室

13日～15日 全館夏期休館

【９月】

９日 専門音訳講習会「音声解説コース」

10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)

ボランティア世話人会

12日 オープンデー(館内見学日、要予約)

16日 専門点訳講習会 「古文コース」

23日 サービス部(５階サービスフロア、別館

図書･情報係)休室(21日祝日の振替)

【10月】

１日～ 日本ライトハウス展(YouTube公開開始)

編 集 ボランティアの方よりクチナシの花を

後 記 いただき、３階の総務係に甘い香りが

していました。クチナシは常緑低木で６月から

７月に白色の花を咲かせます。花言葉は｢私は

幸せ者｣｢清潔｣などがあり、ウエディングブー

ケにもぴったり。海外では｢天国に咲く花｣と呼

ばれています。その白い花と香りに包まれて、

天国に召された岡田部長。その香りの記憶とと

もにご冥福をお祈りしたいと思います。(一)

ONE BOOK ONE LIFE 2020年8･9月合併号
ワ ン ブ ツ ク ワ ン ライフ

発 行 社会福祉法人日本ライトハウス

情報文化センター(館長 竹下 亘)

住 所 大阪市西区江戸堀1-13-2(〒550-0002)

TEL 06-6441-0015 FAX 06-6441-0095

E-mail info@iccb.jp

表紙絵 武部はつ子

発行日 2020年8月1日
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