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11月以降の館内活動･サービス提供について

大阪府の緊急事態宣言の解除に伴い、休止・

縮小していた館内のボランティア活動やサービス

を10月から再開・拡大しています。11月以降の

館内活動やサービスの予定は以下の通りです。

◆館内のボランティア活動と会議室利用

定員の２分の１を目安に実施。係毎にご来館の

予約や日時指定、人数制限をお願いしています。

◆エンジョイ！グッズサロンと図書貸出

開室と電話受付は10時～15時(パソコンＱ＆Ａ

とサピエサポートの電話は10時～16時30分)。ご

来館時は事前予約をお願いします。感染状況に

より、12月から受付時間を拡大する予定です。

◆再開するサービス

＊対面リーディング＝ Zoom を使い、２部屋

に分かれて実施。詳細は｢対面通信｣10月号掲載。

＊電子機器やパソコンの個人講習

◆来館時のお願い

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お控え下さい。

②来館時は、石鹸によるこまめな手洗いと手

指消毒をお願いします。

③マスクの着用をお願いします。

盲導犬カレンダー2022年版の発売開始！

毎年大人気の日本ライトハウス盲導犬チャリ

ティ･カレンダーを当館３階総務係で販売中。

今年は盲導犬訓練所のユーザーやボランティア

から募集した写真を月毎に掲載。壁掛けタイプ

(見開きＡ３判)、卓上タイプ(Ｂ６判)の２種類

で共に定価1,000円(税込)。見本は、ホームペー

ジ(http://www.guidedog-lighthouse.jp/) で

ご覧ください。通販ご希望

の方は、盲導犬訓練所(電話

0721-72-0914)までお願い

します。当館では、新しい

チャリティグッズとして、

｢盲導犬事業開始50周年

記念マスク｣(900円)、｢のび

のびエコ軍手｣(500円)も

扱っています。

11月の休館・休室について

11月３日(水・祝日)＝全館休館

11月11日(第２木曜)＝エンジョイ！グッズサ

ロンと図書貸出は書庫･在庫整理日のため休室。

11月23日(火・祝日)＝全館休館
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グッズサロン20周年記念｢トークイベント｣に１千人を超える参加者

｢全国ロービジョンフェア２０２１｣をオンラインで開催

コロナ禍により、今年も｢日本ライトハウス展｣は中止となりましたが、当館ではこれに替えて、

10月９日・10日、エンジョイ！グッズサロン20周年記念｢オンライントークイベント～全国ロービ

ジョンフェア2021｣(社会福祉法人 読売光と愛の事業団共催)をインターネットで開催。利用者も

発言できる Zoomミーティングと視聴のみの YouTubeライブで、特別ゲストを招いてのトーク

イベント｢どこまで言っても良いん会｣を行い、５つのプログラムに延べ1,000人を超える皆様が
い

ご参加くださいました。特に印象に残った２テーマをご紹介します。(サービス部長 林田 茂)

最新のウェアラブルデバイスを比較紹介

テーマ１では、眼鏡型 OCR 文字読み上げ機

器３種類を紹介し、その有効性を比較しました。

①｢エンジェルアイスマートリーダー｣は、対象

物の位置を｢上へ移動、左へ移動｣と指示してく

れるため全盲の方に有効で、②｢オーカム｣は、

読ませたい場所近くで手のジェスチャーを使っ

て操作をするため、対象物が少し見える弱視者

により有効であることを確認。また、③｢エン

ビジョングラス｣は、文字の読み上げに加え、

｢風景を説明｣や｢モノを見つける｣｢通話(遠隔サ

ポートも可)｣などといった機能も魅力的ですが、

基本はインターネット接続とスマホのアプリが

必須のため、使いこなすには人を選びそうです。

遠隔サポートでは、暗所視支援眼鏡 MW10
テン

も登場し、2021年モデルではリモートチャット

機能が加わり、離れていても映像を見てサポー

トできることが紹介されました。この機器は、

定額月払いのサブスクリプションも選択できて、

今後、他の機器にも導入されるきっかけになる

かもしれませんので、目が離せません。

移動支援｢今そこにある未来」

視覚障害の方の移動支援も変わりつつありま

す。テーマ３では、点字ブロックに QR コード

を貼付する｢ shikAI ｣や、点状ブロックの凸上に
シ カ イ

黒丸などを付ける｢コード化点字ブロック｣を紹

介。どちらもスマホで読み取り、ナビゲーショ

ンするシステムです。別のタイプの Navilens
ナ ビ レ ン ズ

は、情報が埋め込まれたタグ(四角形の図柄)を

壁に貼り、スマホをかざすと情報を読み上げる

仕組みで、能動的な情報収集の助けになります。

それぞれに異なる魅力がありますが、アプリ

を使い分けないといけないことや、周知ができ

ていないことが課題に挙げられています。その

改善を目指して動いているのが、神戸アイセン

ターのネクストビジョンです。2025年の大阪万

博に、これらのシステムを導入することを目指

しているので、今後の展開に期待が高まります。

このテーマで、さらに興味をそそられたのが

｢あしらせ｣というナビゲーションシステムです。

靴のインナー部分にGPSの信号を送り、振動で

情報を伝え、誘導するという優れものです。

とは言いつつも、このテーマの最後にネクス

トビジョンの山田さんが、「これからも白杖と

点字ブロックを使って安全を確保しながら歩く

ことに変わりはなく、白杖歩行とうまく組み合

わせて使うことを前提とした、あくまでも移動

支援の補助ツールであることを念頭に置いてほ

しい」と述べられたのが印象に残りました。

Zoom の一場面～ゲストの御園政光さん(点字
みその

毎日｢御園政光の ICTノート｣筆者)と当館職員

これら二つのテーマからは、コロナ禍におい

ても視覚障害の方の環境が大きく変わりつつあ

ることが実感されました。この他のテーマでも、

スマホのアプリが沢山紹介されました。私たち

も常にアンテナを張り巡らせながら、新しい機

器や用具を含め、こうした情報を利用者の方に

丁寧にわかりやすく説明し、その方に適した選

択をしてもらえるように心がけたいと思います。

センターのページ
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早川福祉会館点字図書室の運営13年目に向かって
350人のボランティアと情文との連携でサービス向上を

早川福祉会館点字図書室室長 数又 幸市
かずまた こういち

早川福祉会館と点字図書室の紹介

日本ライトハウスでは、2010年度から早川福

祉会館点字図書室の運営を大阪市から受託して

います。東住吉区役所の近隣に位置する早川福

祉会館は、シャープ株式会社の創業者早川徳次
とくじ

氏が｢地域福祉の拠点整備に｣と大阪市へ寄附さ

れた私財７千万円をもとに、1962年に建設され、

同時に大阪市立の点字図書室が開設されました。

現在の会館は、1994年に建て替えられた４階建

ての建物で、１階に喫茶コーナー、２階と４階

に福祉目的のグループが夜間まで無料で利用で

きる貸室が整備されています。(右側の写真は、

南港通に面した会館の正面。早川の｢早｣の字を

模したデザインになっています。)

点字図書室は３階にあり、書庫や貸出窓口の

ほか、録音スタジオ７室、編集室４室、対面読

書室３室、ボランティア室などが設置され、情

報文化センター(以下、情文)と同様に、点字・

録音図書の製作や貸出、対面読書などの業務を

10人余りの職員で行っています。

350人のボランティアの力で全国上位の実績

ボランティアは、点訳、録音、テキストデイ

ジーの製作などに、現在約350人の方が活動さ

れています。情文と異なる点は、点訳と録音で

それぞれ２つのグループを組織し、自主的な運

営を行い、職員が協力するという形を取ってい

ることです。ボランティア養成講習会も毎年実

施していますが、各グループから指導力のある

方が講師となり開催しています。修了した受講

者は、そのままグループの会員として、ボラン

ティア活動をする流れになっています。

講習会は日中に加えて、全国的にも数少ない

｢夜の部｣もあり、仕事や家庭の事情などで日中

に時間を取ることが難しい方などもボランティ

アを志すことができるシステムを取っています。

活動時間の確保としても、週３日(水～金)を点

字図書室の夜間開館日として、夜９時まで録音

スタジオなど

を開放し、活

動のサポート

をしています。

各グループは

定期的な勉強

会や打ち合わ

せを貸室など

で行いながら、

スキルの向上

を図り、利用

者への情報提供に尽力されています。

また、利用者サービスの中で最も特徴的なこ

とは、個人的な依頼に対応するプライベート製

作の件数が他施設と比べとても多いことです。

2019年度の全国実態調査｢日本の点字図書館｣で

は、点訳が全国で２番目、音訳(デイジー)は５

番目という実績となっています。依頼内容は多

岐にわたるため、製作を担当していただくボラ

ンティアの方と密に連絡を取ることで、少しで

も迅速に提供できるよう努めています。

情文との連携・協力でさらなる発展を

情文との連携では、以前から行っていた講習

会への講師派遣に加え、一昨年からはサービス

部のI CT担当職員を相談担当として週１日配置

しました。電話や来館での利用者対応のほか、

市内施設での出張講習会も行うなど、ICT の

サポートサービスの向上にも努めています。

今年度は、大阪市との委託契約(３年間)の最

終年度を迎えました。早川徳次氏と当法人の創

業者岩橋武夫は、1944年に戦争で失明した方が

働ける｢早川分工場｣を力を合わせて創設したご

縁があります。また、早川と情文との連携協力

も他では得がたい強みです。利用者サービスの

さらなる充実に向けて、来年度以降も継続して

運営を受託できるように、次期公募への準備を

進めていきたいと思います。

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2021年9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  

9月分完成点字図書

19タイトル47冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

あなたの知らないあなたの強み

(古野俊幸) 4冊

点:雪岡加奈子

校:加尾美千子 橋詰玲子

生ききるための死に支度

(薩野京子) 2冊

点:雪岡加奈子

校:林 季子 平野 健

老いを分かち合う

(徳田かやの) 2冊

点:本条祐子

校:谷村純子 平野 健

オイシい場面(ところ)がつながる

つまみ食い世界史

(歴史の謎研究会編) 4冊

点:増田芳子

校:工藤京子 平野 健

基本調味料で作る体にいい

スープ(齋藤菜々子) 2冊

点:中川春美

校:山下慧子 岡田允子

鬼滅の刃13(吾峠呼世晴) 1冊

点:栗栖 忍

校:南 佳奈

鬼滅の刃14(吾峠呼世晴) 1冊

点:栗栖 忍

校:南 佳奈

京都市動物園飼育係ものがたり

(高橋鉄雄) 3冊

点:飯原友美

校:山根真紀子 加尾美千子

14歳の教室(若松英輔) 2冊

点:大杉敦子

校:福井真由美 岡田允子

すごい物理学入門

(C･ロヴェッリ) 2冊

点:丸山順介

校:浦田登志子 岡田允子

スパイスカレードリル

(水野仁輔) 2冊

点:島谷久美子

校:髙田智子 宗像真李子

ちいさな花言葉･花図鑑

(宇田川佳子監修) 3冊

点:高橋淳子

校:井上重子 平野 健

知的再武装60のヒント

(池上彰 他) 3冊

点:小泉憲一

校:黒堀比佐子 宗像真李子

筒井順慶の悩める六月

(中南元伸) 3冊

点:岩谷裕子

校:岸本慶子 深尾優子

藤田比呂子

謎の九州王権(若井敏明) 3冊

点:鴻上真理

校:糸山武博 平野 健

虹色チェンジメーカー

(村木真紀) 3冊

点:井上重子

校:高橋淳子 橋詰玲子

ぱんぱかパン図鑑

(金子健一) 2冊

点:雪岡加奈子

校:加尾美千子 辻野純代

もうひとつの『異邦人』

(K･ダーウド) 3冊

点:工藤京子

校:増田芳子 岡田允子

やせる!血圧､血糖値が下がる!

アズキ毒出しレシピ 2冊

点:永薮直子

校:山口節子 加尾美千子

学校教材

＊2021年度後期用点字教科書

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10校･15タイトル

中学校２校･６タイトル

【小学校】

新しい国語２年 下 4冊

データ修正:藤井恵美子

新しい国語３年 下 5冊

データ修正:藤井恵美子

新しい国語４年 下 5冊

点:藤井恵美子 校:林 さゆり

新しい算数２年 下 6冊

点･校:大阪 YWCA 点字子ども

図書室

新しい社会６年 政治･国際編 7冊

点:木内孝子 校:中野龍子

新しい社会６年 歴史編 11冊

点:中野龍子 校:木内孝子

小学算数６年 12冊

点･校:大阪 YWCA 点字子ども

図書室

図画工作３･４年 下 2冊

点:松井順子 校:福元悦子

みんなと学ぶ 小学校算数１年 下

3冊

点:古林敬子

校:足立幸子 澤田祐子

みんなと学ぶ 小学校算数３年 下

8冊

データ修正:大阪YWCA点字

子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数４年 下

7冊

点･校:大阪 YWCA 点字子ども

図書室

感 謝 報 告
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わくわく算数３年 下 6冊

データ修正:古財芳子

わくわく算数４年 下 7冊

点:篠田弓枝

校:古財芳子 澤田祐子

わくわく算数６年 15冊

点:足立幸子

校:篠田弓枝 古財芳子

わたしとせいかつ 下 3冊

点:福井真由美

校:土橋貞子

【中学校】

新しい技術･家庭 家庭分野 15冊

点:木虎真紀 浜田史子

新しい技術･家庭 技術分野 17冊

点:土橋貞子

校:前田美代子

新しい社会 地理 27冊

点:辻 志津江

校:前田美代子

点･校:奥村純子 辻野純代

新しい社会 歴史 26冊

点:点 V 連

点･校:鴻上真理 野村惠美子

中学校 保健体育 15冊

点･校:乙訓点訳サークル

未来へひろがるサイエンス１年

18冊

点･校:グループα

 録 音 製 作  

9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)

あえてあやしい｢儲け話｣を

やってみた(藤原久敏) 5:33

音:有川美津子

校:石原英子 松井喜美代

編:辻野玲子

いつでもどこでも鼻がよくなる

小さな習慣(今野清志) 2:51

音:栗本慶子

校:桃井輝子 有末 道

本村英子

編:松本紀代

江戸川柳おもしろ偉人伝一〇〇

(小栗清吾) 9:31

音:宮 清子

校:佐藤保子 松井喜美代

編:山崎千代子

怪盗探偵山猫[4](神永学) 6:37

音:桃井輝子

校:栗本慶子 大西祥子

辻野玲子

編:荒木良子

現実で勇者になれないぼくらは

異世界の夢を見る

(井中カエル) 5:53

音:渡瀬尚子

校:川端砂代子 土井賀津子

編:山崎千代子

幻島図鑑(清水浩史) 8:19

音:岩井悦子

校:髙室雅子 大坂陽子

宮 清子 植田美穂子

編:吉川順子

シニア人材という希望

(中原千明) 4:59

音:吉本信子

校:木村純子 土井賀津子

編:吉川順子

自由への手紙オードリー･タン

(オードリー･タン 他) 4:01

音:小林幸子

校:松浦洋子 山崎千代子

編:上月直子

職人の手(山崎真由子) 7:52

音:中野靖子

校:三原佳子 木村純子

編:辻野玲子

スポーツ立国論(安田秀一) 9:27

音:金井典子

聖域捜査(安東能明) 8:16

音:上月直子

校:大西祥子 阪本由美子

編:山崎千代子

大学で学ぶゾンビ学

(岡本健) 9:01

音:山田啓子

校:佐藤圭子 山崎千代子

編:吉川順子

大腸がんと告知されたときに

読む本(加藤隆佑) 4:27

音:兵頭賢一 濵 洋一

校:久保洋子 金井典子

編:山崎千代子

だから僕は､ググらない｡

(浅生鴨) 4:00

音:北山真知子

校:森口慶子 本村英子

編:柳本絹子

虎とバット(W･W･ケリー) 15:38

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 栗本慶子

松井喜美代

編:古跡眞知子

ふつうの英語きほんの英語

(田中茂範) 5:56

音:小林幸子

校:脇本登志子 西田芳美

編:山崎千代子

ポルトガル短篇小説傑作選

(R･ズィンク 他) 7:27

音:奥 幸子

校:松浦洋子 脇本登志子

編:辻野玲子

もっと残念な鉄道車両たち

(池口英司) 8:41

音:橋村惠子

校:髙岡博子 松井喜美代

編:辻野玲子

闇の中の猿(石田正之) 6:18

音:前田綾子

校:伊志峰和代 佐藤圭子

植田美穂子

編:山下富代

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2021年10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』2021年10月号

デイジー版 1:10

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 宮野興子

感 謝 報 告
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『アミ･ドゥ･ブライユ』第37号

点字版 1冊

点･校:梶原由美子 栗栖 忍

鴻上真理 南 佳奈

山根真紀子

『JRニュース』2021年10月号

点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～アニメ化･映画化

･ドラマ化』2021年10月号

デイジー版 0:10

音:寺下千秋 校:下山とよみ

『子供の科学』2021年8月号

デイジー版 4:55

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

宮 清子 吉田 薫

『サイエンスかわら版』2021年8月号

デイジー版 4:06

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大桑久美子 阪本美紀 夛田禮子

寺田美枝子 濵 欣子 橋本万里

浜本裕子

『日経パソコン』2021年9月号

デイジー版 3:45

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 小林万智子

小森佳津子 坂口幸子 阪本由美子

佐藤圭子 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 平田惠美子 福島博子

前田元子 三上 菊 溝渕久美子

目連雅子

『英語よもやま通信』2021年10月号

デイジー版 2:26

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

岡﨑節子 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

◆2021年9月2日号 9:14

今岡松代 榎原真理 岡村勝彦

奥田和美 上田啓子 河原眞知子

衣田智恵美 木村加代 黒河典子

後藤泰子 中村千賀子 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

◆2021年9月9日号 10:51

畔田文恵 稲田至功子 上原多美子

大橋恵子 加藤和夫 北元直子

坂口幸子 坂本雪枝 阪本由美子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

髙田雅子 地上博子 寺下千秋

土井静栄 永井憲子 中地淳子

西岡千代子 西和田惠子 濵 洋一

林 由子 福井栄子 増田典子

向髙寿子 山本晴代

編:西村道子

◆2021年9月16日号 10:21

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

新熊美衛子 髙久俊子 寺西竹子

中本和代 中村洋子 成田次雄

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 星子鐵郎 前田元子

松原和子 松本昌子 守田喜久子

山下 豊 山田栄利子

編:中本和代

◆2021年9月23日号 10:24

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 川端砂代子 川本くるみ

久下悦子 小林万智子 阪本美紀

坂本雪枝 佐藤圭子 佐藤公平

澤井 稔 嶋津美香 鈴木栄二

武市敦子 玉置明美 地上博子

坪田捷子 冨田久美子 中田美里

野村純子 兵頭賢一 平田惠美子

弘津千加子 八十嶋敦子 和田ゆう子

和布浦眞里子

編:古跡真知子

◆2021年9月30日秋風月増大号

10:49

畔田文恵 有川美津子 大久保美弥

大坂陽子 大島幸枝 大塚しづ子

大森恵子 岡﨑節子 岡田栄子

上村裕子 川添美智子 久保諄洸

小池雅子 國分清子 阪本美紀

坂本雪枝 佐藤公平 澤井 稔

澤田由紀 嶋津美香 島田悦代

鈴木栄二 髙田雅子 髙橋孝子

武市敦子 田宮加代 坪田捷子

寺下千秋 冨田久美子 西田千波

西村早斗子 西和田惠子 野村純子

橋村惠子 濵 欣子 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 松浦洋子

和布浦眞里子

編:デイジー大阪

◆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

 プライベート製作  

点字図書

中学2年公開テスト 問題と解答

(1回～3回)

国語 3冊

点･校:松井育子 野村惠美子

山口節子

社会 3冊

点･校:糸山武博 鴻上真理
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英語 4冊

点･校:グループONE

数学 1冊

点･校:足立幸子 古財芳子

校:澤田祐子

理科 3冊

点･校:河村牧子 木虎真紀

校:木村寿子

中学2年公開テスト 問題と解答

(4回～6回)

国語 3冊

点･校:松井育子 野村惠美子

山口節子

社会 3冊

点･校:糸山武博 鴻上真理

英語 4冊

点･校:グループONE

数学 1冊

点･校:足立幸子 古財芳子

校:澤田祐子

理科 3冊

点･校:河村牧子 木虎真紀

校:木村寿子

録音図書

鉄道ピクトリアル2019年8月号増刊

(永澤良太 他) 30:12

音･編:鹿津直美

路 第十三集 3:31

音:外園朝代

名作コピーに学ぶ読ませる文章の

書き方(鈴木康之) 6:03

音･編:三原太郎

夢と仕事の交差点

(庄司正樹) 3:49

音･編:三原太郎

エンタテインメントの作り方

(貴志祐介) 6:21

音･編:川添美智子

 電子書籍  

◆プライベート製作

アロマテラピー検定公式テキスト

1級･2級 2020年6月改訂版

足立佐紀子

◆テキストDAISY図書

くらしのための料理学

テキスト化:大里いずみ

笠松幸彦

DAISY編集:大里いずみ

DAISY校正:永薮直子

◆マルチメディアDAISY図書

ヘンとふつう 哲学のおやつ

テキスト化:加藤珠子 森田敏子

画像:加藤珠子

DAISY編集:大里いずみ

足立佐紀子

DAISY校正:足立佐紀子

加藤珠子

音:二宮真理 吉川順子

 対面リーディング  

9月 利用者1人･2件

『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  

◆9月の貸出実績

点字 142tl DAISY 2680tl

テープ 6tl

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 武部はつ子

田間泰子 逸見恵子 深見真理

堀川由美子 森本益子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］

片倉康子

整理・情報サービス

板波キミ 板谷照美 鱗星千恵子

岡田満千代

電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

 音 声 解 説  
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢Little DJ 小さな恋の物語｣

ナレーション:阪口雅代

台本制作:阪口雅代 藤井倫子

台本校正:中嶋真弓

｢花のお江戸の釣りバカ日誌｣

ナレーション:松永和子

台本制作:松永和子 藤井倫子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【9月実績】

週報:石川昌宏

HP更新:中条正信

 ご 寄 附  

讃美歌をうたう会

上田道子

(敬称略をご容赦下さい)

《一ツ橋綜合財団助成事業》

アクセシブルな電子書籍、

シネマ・デイジー等、当館の

先端的なメディアは公益財団

法人一ツ橋綜合財団のご助成

により製作されています。



全視情協・高知大会がオンラインで開催

全視情協(全国視覚障害者情報提供施設協会)

の今年度第46回大会｢情報共有社会の実現へ～

読書バリアフリーの流れを高知から｣が10月13日

と14日、オンラインで開催。全国の点字図書館

やボランティア団体、公共図書館など115施設･

団体から346人が参加し(当館からも多数の職員

が分散参加)、研修と情報共有を行いました。

全体会では、３年前、公共図書館と点字図書館

を合築して開館した｢オーテピア高知声と点字

の図書館｣の先進的なサービスの基調報告を基に、

公共図書館や学校図書館における読書バリアフ

リーの現状や点字図書館との連携推進に向けた

課題を共有しました。２日目には、点訳、録音、

電子書籍の３分科会が行われ、全国の担当者が

専門的技術の研修や課題の共有を行いました。

鉄道弘済会の朗読録音表彰で当館の８人が受賞

全国で活躍する録音ボランティアを表彰する

公益財団法人鉄道弘済会主催の｢第51回朗読

録音奉仕者感謝の集い｣で、今年も当館ボラン

ティアが多数受賞されました。コロナ禍のため、

昨年に続いて式典が中止となったため、受賞者

のご来館に合わせて、随時、ささやかな授与式

を開いて、感謝状をお渡ししています。ご受賞

をお祝いするとともに、これからもお元気で

活躍されますようにお祈り申し上げます。

全国表彰・朗読の部＝遠藤敬子さん

地区表彰・朗読の部＝福島博子さん

同・校正の部＝大西祥子さん

同・デイジー編集の部＝山崎千代子さん

同・個人奨励賞(活動歴数年で、今後さら

なる活躍が期待される方)＝小林万智子さん、

濵洋一さん、和田啓子さん、渡瀬尚子さん

音声解説の馬場玲衣が退職し、宇田佑香を採用
れ い う だ ゆうか

当館の音声解説を担当してきた馬場玲衣職員

が11月14日付で退職することになり、後任職員

を公募した結果、10月11日付で宇田佑香を採用

しました。馬場職員は2018年１月から３階総務

係に席を置いて、ボイスぷらすの皆さんと共に

シネマ・デイジーや映画の音声解説を多数製作

し、バリアフリー映画会の開催も担当しました。

今後の活躍を期待したいと思います。なお、今

回の人事異動を機に、音声解説を製作部録音製

作係に位置付けることとし、宇田職員は木田陽

子主任の下、６階録音製作係で勤務します。

あ ゆ み

【10月】

２日 オープンデー(館内見学日･４人)

７日･20日 専門音訳講習会･小説の読み方コース

９日･10日 オンライントークイベント～全国

ロービジョンフェア2021

13日･14日 全視情協第46回大会(オンライン)

予 定

【11月】

３日 全館休館(祝日)

４日 ボランティア世話人会

11日 エンジョイ！グッズサロンと図書貸出休室

(書庫･在庫整理日)

第69回全国盲人福祉施設大会(オンライン)

13日 オープンデー(館内見学日･要予約)

17日･18日 法人理事会・評議員会

23日 全館休館(祝日)

24日 専門点訳･点字編集システム実践コース開講

25日 見学:視覚障害生活訓練等指導者養成課程

編 集 先日、友人から大阪の蜂蜜をいただき

後 記 ました。栄養価が高いので、私は健康

と疲労回復、風邪予防に蜂蜜を常備するように

しています。驚いたのは、｢日本書記｣に、日本

の養蜂は７世紀の半ばに百済人が奈良県の三輪

山に放ち養ったと書かれている、というのです。

平安時代になると、巣蜜まで貴重なものとして

献上されていたそうです。花の種類によって、

香りも独特でそれも楽しみのひとつです。急に

冷え込んできましたが、好きなカップ＆ソー

サーで紅茶に蜂蜜を入れて一服。秋はモンブラ

ンケーキとともに、午後の昼下がりを楽しみた

いです。但し、蜂蜜は１歳未満の赤ちゃんは食

べてはいけないので、ご注意ください。（一）
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