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３年ぶりの施設見学会は神戸ライトセンターへ

今年のボランティア友の会施設見学会は、昨
年新築された｢神 ライトセンター｣を訪ねます。
同センターは、中山視覚福祉財団が建設し、神
 アイライト協会をはじめ兵庫県を中 に活動
する視覚障害支援団体が集結。相談や白杖歩行、
福祉機器やグッズの紹介、点訳、朗読、スポー
ツ、ガイド、パソコンなど視覚障害者のトータ
ルサポートを目指して協働しています。当日は、
当館と繋がりの深いアイライト協会の見学を中
心に、点訳ボランティアグループ連絡会(点Ｖ
連)、兵庫県朗読ボランティア連絡会(朗Ｖ連)
との懇談も行います。ぜひご参加ください。

 時 11 ４ ( )13:00 15:30
場所 神 ライトセンター(神 市兵庫区)
申込 当館総務係。定員先着20人(締切11月

１日)。詳細は申込時にお伝えします。

｢日本ライトハウス展｣のチラシをご覧ください

10月28日(金)、29日(土)に開催する｢日本ライ
トハウス展｣のチラシを同封します。当日、当
館は全館休館となりますので、ご注意下さい。

｢音訳ボランティア養成講習会テキスト

基礎課程編｣発売  らく発 が待たれて
いた初心者向けの音訳ボランティア養成講習会
テキストが出版されました。全視情協録音委員
会の編纂で、音訳ボランティアとして活動する
上で必要な知識から、発声･発音、内容を伝え
る読みのポイント、漢字・写真の説明、調査、
校正まで、音訳技術の基礎が簡潔明快にまとめ
られています。全視情協発行。Ａ４判、170頁、
1,210円(税込)。購入はエンジョイ！グッズサ
ロン(電話06-6441-0039)までどうぞ。

10月の休館・休室について

10月８日(土)＝製作部点字、録音、電子書籍
の各係は休室(10日月曜指定祝日の振替)。

10月11日(火)＝エンジョイ！グッズサロンと
図書貸出は休室(10日月曜指定祝日の振替)。

10月13日(第２木曜)＝エンジョイ！グッズ
サロンと図書貸出は書庫・在庫整理日で休室。

10月28日(金)・29日(土)＝日本ライトハウス
展(OMMビル)のため全館休館。

拡大掲示板 を３頁に掲載。続けてご覧下さい。
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ガイドの実習と利用者のトークで貴重な気づき

３年ぶりに、リアルな「体験会」を開催

ボランティア友の会の主催で毎年開催している｢ガイド体験会｣。昨年はオンラインの講習形式
で行いましたが、今年は３年ぶりに館内で開催。視覚障害の方へのガイドの基本を実習したほか、
お二人の利用者から日常生活での困り事や工夫など生の声を聞き、貴重な気づきを得ることがで
きました。当日の様子を、友の会世話人会の田中恵子さん(録音製作係)にご報告いただきました。

ガイドの基本を知って、丁寧なサポートを

7月14日(木)午後、４階会議室で、｢ガイド体
験会｣が開催されました。参加者はボランティ
アと職員を含め20人でした。

前半は、エンジョイ！グッズサロンの花田職
員によるガイドの基本の説明と屋外でのガイド
体験。まず、ガイドの注意点や心得を10項目
のマニュアルに沿って説明していただきました。

例えば、手引きの際、持ってもらうのは肘か
肩か、また左右どちら側が良いのかは、手引き
｢される側｣と｢する側｣のやりやすい方法で、自
然なかたちで行う。そして、最優先するのは、
安全性と安心感の確保だと教わりました。

その他、声かけの仕方から始まり、狭い路の
通り方、階段やエスカレーターの上り下り、
トイレ内での案内など、具体的な説明をしてい
ただきました。また、曲がる時の方向は、時計
の針の位置で伝えるとわかりやすいそうです。

その後、屋外でのガイド体験は雨天のため中
止し、地下鉄肥後橋駅からフェスティバルホー
ルへの地下道を、アイマスクを着用して二人一
組で往復しました。アイマスク着用での階段は
恐いと感じましたので、改めて丁寧なサポート
が大事だと思いました。

｢たまたま出会った人からの声かけが嬉しい」

後半は、情報文化センターの利用者お二人を
迎えてトーク会を行い、それぞれの体験談や意
見を楽しく、和やかに聞かせていただきました。

大谷道弘さんは、企業にお勤めのヘルスキー
パー(社員の健康管理のためマッサージを施術
する職員)。明るくフランクなお人柄で、外出
時は誰からも声かけやサポートを受けて助かっ
ているとのことです。日常的な外出時の体験や
さまざまな人との出会いを自分で撮影し、You

Tubeに｢白杖で歩けば人情に当たる｣を配信さ
れています(皆さんもぜひご覧ください)。

中島千恵さんは看護師で、本誌の発送ボラン
ティアもされています。本誌７月号に手記を寄
稿されていましたが、情報紙｢まほろば通信｣
(年４回)を発刊。第１号には、苦労して覚えた
点字で｢般若心経｣を写経して高野山に奉納され
た経験が書かれてあり、感動しました。(最新第
２号を３階総務係で配布中です。)

お二人とも、普段行き慣れた場所へはガイド
無しで行かれることが多いそうですが、そんな
時、たまたま出会った人から声かけやヘルプを
受けると嬉しい、とおっしゃっていました。

気軽な声かけの習慣とマナーの普及に期待

視覚障がいの方が街中を歩くことには危険な
ことも多く、恐い体験をされた方もいらっしゃ
るでしょう。私たちは視覚障がいの方を見かけ
たら｢何かお手伝いさせてもらいましょうか？｣
と気軽にお声をかけて、必要ならばお手伝いで
きればと思っています。しかし、声かけのタイ
ミングにちょっとした勇気が要ります。

気軽に声かけをする習慣とマナーを子供の頃
から小学校などで教わって、自然に身に着けて
行けたらいいのになあと思いながら、楽しいガ
イド体験会を終わりました。

ボランティアのページ
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今年も挑戦！クラウドファンディング｢盲学校の

生徒に星空を2022｣ 日本ライトハウスでは、
暗闇でもカラーで鮮明に見ることの出来る世界初
の暗所視支援眼鏡｢HOYA MW10 HiKARI｣を
全国の盲学校に寄贈するクラウドファンディング
を４年前から実施。多くの方のご支援で、これまで
に合計26校にお贈りすることが出来ましたが、
希望される盲学校は多いため、今年も挑戦しま
す。MW10を使い、自分の力で、自分の目で、
目標や夢に向かって進んでいく！そんな生徒さ
んたちを応援するため、ぜひ皆様のお力をお貸し
ください。目標金額は150万円。募集期間は10
月31日(月)まで。お申込みは、インターネットで
検索 日本ライトハウス レディーフォー 。イン
ターネットでの申込みが困難な は林 部 まで。

ドキュメンタリー映画｢こころの通訳者たち｣公開

｢舞台手話通訳者たちの記録映像に音声ガイ
ドをつける｣という前代未聞の挑戦を追ったド
キュメンタリー映画｢こころの通訳者たち What a
Wonderful World｣が11月12日(土)から十三の第
七藝術劇場で上映されます。この映画は日本唯一
のユニバーサルシアター｢シネマ･チュプキ･タ
バタ｣(平塚千穂子代表)が製作。コロナ禍の中、
見える人、見えない人、聴こえる人、聴こえな
い人など、個性豊かなメンバーにより進められ
た音声ガイド作りの現場を追い、互いに知らな
かったことに気づき、壁にぶつかりながらも、
決して諦めず、心のバトンを繋いでいく姿を追
った映画です。入場料1,500円のところ当館では
前売券1,000円で販売。ご購入は電話予約の上、
3階総務係(電話06-6441-0015)までお越し下さい。

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2022年7･8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  

7･8月分完成点字図書

20タイトル56冊(書名､編著者､
冊数､点訳者､校正者)

一生忘れない怖い話の語り方
(吉田悠軌) 4冊
点:生嶋貞夫
校:清水浩子 橋詰玲子

ウスビ･サコの｢まだ､空気読めま
せん｣(ウスビ･サコ) 2冊
点:野上満智子
校:丸山順介 八木光子

閻魔堂沙羅の推理奇譚 4
(木元哉多) 3冊
点:髙木智佳子
校:中 智   光 

気まぐれ断食(石川威弘) 2冊
点:中 智 
校:宗像真李子 岡田允子

 滅の刃公式ファンブック
 殺隊 聞録 1
(吾峠呼世晴) 2冊
点:栗栖 忍 校:南 佳奈

 滅の刃公式ファンブック
 殺隊 聞録 2
(吾峠呼世晴) 2冊
点:栗栖 忍 校:南 佳奈

携帯エアリー(早坂どあ) 3冊
点:松下柳子
校:渡辺節子 宗像真李子

｢至極｣のラーメンを科学する
(川口友万) 2冊
点:雪岡加奈子
校:林 季子 橋詰玲子

16歳のデモクラシー(佐藤優) 4冊
点:華崎律子
校:大杉敦子 高橋世貴子

田中陽子
初心者のための詰将棋

(高橋道雄) 1冊
点:平林隆雄 校:平野 健

世界のすごい女子伝記
(K･ハリガン) 3冊
点:春江由美子
校:G校正 岡田允子

たった1分!あてるだけでキレイ
が目覚めるドライヤーお灸
(川嶋朗) 2冊
点:塚本紀子
校:辻 志津江 橋詰玲子

ダリア･ミッチェル博士の発見と
異変(K･トーマス) 6冊
点:丸山順介
校:雪岡加奈子 平野 健

どろどろの聖書(清涼院流水) 3冊
点:本岡直樹
校:増田芳子 丸山順介

日本ライトハウス40年史
(同編集委員会編) 6冊
点:絹川和子 越川由美子

髙 智佳 中 智 
 尾純 

校:宗像真李子 加尾美千子
バターの本

(グラフィック社編集部編) 3冊
点:前田朱実
校:松本稔子 辻野純代

松本隆 言葉の教室(延江浩) 2冊
点:中川春美
校:木村寿子 加尾美千子

感 謝 報 告
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まるごとレモン(河井美歩) 2冊
点:市川道子
校:島谷久美子 岡田允子

みんなの臓活(尹生花) 2冊
点･校:G東医

野菜がおいしくなるクイズ
(緒方湊) 2冊
点:平澤敦子
校:塚本紀子 辻 志津江

平野 健

 録 音 製 作  

7･8月分完成録音図書

41タイトル(書名､著者､録音
時間､音訳者､校正者､編集者)

ウイグル人に何が起きて
いるのか(福島香織) 8:01
音:岩崎千佐子

空蝉の城( 野喬) 12:04
音:谷澤耀子
校:岡 香代子 吉田典子

鈴木ますみ 松井喜美代
編:吉川順子

海を見た日(M.G.ヘネシー) 7:37
音:岩崎千佐子

江 のジャーナリスト葛飾北斎
(千野境子) 5:21
音:北川温子

オートミール米化ダイエット
レシピ(これぞう) 3:23
音:北山真知子
校:鈴木ますみ 佐藤保子
編:山崎千代子

おすしやさんにいらっしゃい!
(おかだだいすけ) 1:13
音:福島博子

風の神送れよ(熊谷千世子) 3:59
音:桂 公子

片づけのことを考えただけで
疲れてしまうあなたへ｡
(  紗代) 6:12
音:森口慶子
校:久保洋子 土井賀津子
編:辻野玲子

｢顔面地滑り｣をくい止める!
(宝田恭子) 3:10
音:上月直子
校:鈴木ますみ 濵 欣子
編:辻野玲子

金メダルを獲る｢本番力｣
(水鳥寿思) 5:51
音:桃井輝子
校:栗本慶子 久保洋子

阪越紀子
編:松本紀代

クジラの骨と僕らの未来
(中村玄) 5:32
音:濵名あきよ

薬に頼らずコレステロール･中性
脂肪を下げる方法
( 島寿恵) 4:16
音:廣野美代子
校:佐古智子 前田元子

  芳美
編:川端正子

クララ･シューマン
(萩谷由喜子) 7:24
音:渡辺一枝
校:岩崎千佐子 鈴木ますみ

佐藤保子
編:山崎千代子

建築家になりたい君へ
(隈研吾) 6:21
音:溝渕久美子

古典文学の常識を疑う 2
(松田浩 他) 20:32
音･校:遠藤敬子 佐藤保子

田宮恭子 福池恵理子
水野順子 寺下千秋
山口孝代 山中眞理子

校:小林幸子 伊東晴子
吉田典子 石原英子
髙室雅子

編:荒木良子
この世界からサイがいなくなって

しまう(味田村太郎) 3:07
音:木村純子

自立って何だろう(都筑学) 5:44
音:脇本登志子
校:平田恵美子 松井喜美代
編:山崎千代子

すうがくでせかいをみるの
(M･タンコ) 0:42
音:下山とよみ

捨てないパン屋の挑戦
(井出留美) 3:14
音:竹田佳代

整体法の基礎 19版
(野口晴哉) 8:15
音:片岡珠子 校:久保洋子

セカイを科学せよ!
(安田夏菜) 6:11
音:目連雅子

石燕夜行骨きりの巻
(神護かずみ) 7:55
音:植田美穂子
校:石原英子 松井喜美代
編:伊東晴子

その扉をたたく音
(瀬尾まいこ) 4:41
音:小林幸子

大丈夫じゃないのに大丈夫な
ふりをした(クルベウ) 2:43
音:和田ゆう子
校:澤田和代 橋村惠子
編:寺下千秋

チョコレートタッチ
(P･スキーン･キャトリング) 1:40
音:伊東晴子

つくしちゃんとおねえちゃん
(いとうみく) 0:44
音:大坂陽子

テレビの国から(倉本聡) 6:15
音:竹下正子
校:胸永幸子 松浦洋子

佐藤保子
編:柳本絹子

謎解き日本列島(宇田川勝司) 9:15
音:羽淵雅子
校:上田道子 八田芙未子
編:山崎千代子

｢日本体操女子｣の未来へ
(塚原千惠子) 4:37
音:中野靖子
校:寺田美枝子 松井喜美代
編:石井ふみ代

日本史サイエンス(播田安弘) 9:37
音:大桑久美子
校:久保洋子 吉田典子
編:本村英子

感 謝 報 告
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ばあばにえがおをとどけてあげる
(C･アーヴェリス) 0:44
音:二宮真理

111本の木(R･シン) 0:44
音:小倉玲子

ヒューマンエラー防止対策
(尾崎裕) 6:50
音:坂本雪枝
校:平田恵美子 下山とよみ
編:上月直子

平等バカ(池田清彦) 5:09
音:川辺洋子
校:岡村佳子 土井賀津子
編:石井ふみ代

ぼくの弱虫をなおすには
(K.L.ゴーイング) 5:39
 :  芳美

みんなのためいき図鑑
(村上しいこ) 2:24
音:橋本万里

冥府からの刺客(藤井邦夫) 5:09
音:前田綾子
校:伊志峰和代 上田道子

松井喜美代
編:濵 欣子

ゆかいな珍名踏切(今尾恵介) 6:15
音:川端砂代子
校:濵 欣子 久保洋子

松井喜美代
編:佐藤保子

弓を引く人(P･コエーリョ) 1:23
音:渡瀬尚子
校:下山とよみ 松井喜美代
編:辻野玲子

りんごの木を植えて
(大谷美和子) 3:14
音:寺下千秋

老後レス社会
(朝日新聞特別取材班) 7:24
音:橋村惠子
校:松浦洋子 本村英子
編:山崎千代子

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2022年8･9月号
発送:木下正義 中島小夜子
中島千恵  垣泰    弘

『読書』2022年8･9月号
デイジー版 1:12
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 宮崎ナオヨ 宮野興子

『JRニュース』

点字版 2022年8月号 3冊
点字版 2022年9月号 3冊
点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～裏ばなし』

2022年8･9月号
デイジー版 0:13
音:寺下千秋 校:下山とよみ

『子供の科学』

2022年6月号 デイジー版 3:15
2022年7月号 デイジー版 3:33
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』

2022年6月号 デイジー版 4:17
2022年7月号 デイジー版 4:04
音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣
岩田真智子 大屋敦子 小倉玲子
河原眞知子 北川温子 木村純子
夛田禮子 畑 豊弥 濵名あきよ
溝渕久美子 目連雅子 本村英子
山本雅子

『日経パソコン』

2022年7月号 デイジー版 3:56
2022年8月号 デイジー版 4:28
音･校･編:情報文化センター
石井那智子 岡村佳子 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 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
 村郁  宮真理 橋本万 
浜本裕子 平田惠美子 福島博子
前田元子 三上 菊 水谷和子
溝渕久美子 目連雅子

『英語よもやま通信』

2022年8月号 デイジー版 2:41
2022年9月号 デイジー版 2:23
音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣
伊東晴子 岡﨑節子 川端真知子
川辺洋子 小林幸子 中島美穂
中島 睦 中原尚   芳美
 和 惠 弘津千加 前 元 
的場操代 眞津野秀子 山本 香
脇本登志子

『週刊新潮』デイジー版
◆2022年7月7日号 9:20
今岡松代 榎原真理 岡村勝彦
上田啓子 河原眞知子 衣田智恵美
 村加代  河典 後藤泰 
正田潤子 中村千賀子 中村直美
中本和代     野村美穂 
兵頭つね子 深津綾子 福田佳代
藤原雅子
編:中本和代

◆2022年7月14日号 10:40
畔田文恵 上原多美子 岡﨑節子
加藤和夫 上村裕子 坂本雪枝
阪本由美子 佐藤公平 澤井 稔
白井律子 髙田雅子 武市敦子
寺下千秋 土井静栄 永井憲子
野村純子 濵 洋一 林 由子
増田典子 向髙寿子 八十嶋敦子
山本スズ子 山本晴代 和田啓子
和布浦眞里子
編:佐古智子

◆2022年7月21日風待月増大号
10:48

荒木節子 越智真弓子 北村優美子
帰村千恵 澤田和代 清水百世
髙久俊  渕浩 寺   
中村洋子 成田次雄 成田由起
 村道   トシ 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:デイジー大阪
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◆2022年7月28日号 9:52
有川美津子 稲田至功子 大久保美弥
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
神谷勉子 川添美智子 川端砂代子
川本くるみ 北元直子 久下悦子
久保諄洸 小池雅子 阪本美紀
坂本雪枝 佐藤公平 澤井 稔
嶋津美香 清水美和子 鈴木栄二
髙橋孝子 武市敦子 田宮加代
地上博子 坪田捷子 冨田久美子
  千波 橋村惠 濵 欣 
兵頭賢一 平田惠美子 廣田あけみ
弘津千加子 松浦洋子 湯浅里美
和布浦眞里子
編:尾島和代

◆2022年8月4日号 9:18
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
  智恵美  村加代  河典 
後藤泰子 正田潤子 中村千賀子
中村直美 中本和代     
野村美穂子 兵頭つね子 深津綾子
福田佳代 藤原雅子
編:中本和代

◆2022年8月11･18日夏季特大号
12:52

荒木節子 岩谷友子 上原多美子
大橋恵子 越智真弓子 加藤和夫
北村優美子 帰村千恵 久保諄洸
阪本美紀 坂本雪枝 阪本由美子
澤田和代 清水百世 鈴木惠子
髙久俊子 武市敦子 寺下千秋
土井静栄 成田次雄 成田由起
 村早   村道   トシ 
直場徳宥 濵 洋一 廣田あけみ
福井栄子 星子鐵郎 前田元子
松原和子 向髙寿子 山下 豊
山田栄利子 山本スズ子 山本晴代
湯浅里美 和田文子
編:大島幸枝

◆2022年8月25日 10:08
有川美津子 稲田至功子 大久保美弥
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
神谷勉子 川添美智子 川端砂代子

川本くるみ 北元直子 久下悦子
小池雅子 阪本美紀 坂本雪枝
佐藤公平 澤井 稔 地福延代
嶋津美香 清水美和子 白井律子
鈴木栄二 髙田雅子 髙橋孝子
武市敦子 竹内清子 玉置明美
田宮加代 坪田捷子 冨田久美子
  千波 橋村惠 兵頭賢 
平田惠美子 弘津千加子 松浦洋子
八十嶋敦子 和田ゆう子
和布浦眞里子
編:デイジー大阪

◆新潮音訳協力グループ
 幡市 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

大阪府公立高等学校過去問
2022年度受験用 国語 2冊
点･校:藤井恵美子 山口節子

大阪府公立高等学校過去問
2022年度受験用 社会 2冊
点:糸山武博 校:鴻上真理

楽譜点訳｢Celebration for Winds
and Percussion｣ 1冊
点:田中伸子 校:橋本和代

楽譜点訳｢ジャパニーズ･
グラフィティ ｣ 1冊
点:田中伸子 校:橋本和代

楽譜点訳(6種類) 6冊
点:田中伸子 校:橋本和代

楽譜点訳(4曲) 4冊
点:田中伸子 校:橋本和代

楽譜点訳｢残響散歌｣ 1冊
点:田中伸子 校:橋本和代

楽譜点訳(Dragon Night)
(SEKAI NO OWARI) 1冊
点:田中伸子 校:橋本和代

基礎からじっくりみんなのサマー
2冊
点・校:有光美穂 杉島貴子

｢金平糖｣第160回 短歌サロン 1冊
点:待田敏彦 校:若林安也子

｢金平糖｣第161回 短歌サロン 1冊
点:待田敏彦 校:若林安也子

社会科ワークシート(歴史･地理)
8冊
点:辻野純代 鴻上真理

宝塚歌劇公演チラシ(2枚) 1冊
点:有光美穂 校:鴻上真理

中学3年 英語1 10冊
点･校:グループONE

10日間完成 中1･2の総復習 社会
6冊
点:奥村純子

メンタルヘルス･マネジメント
検定試験Ⅲ種対策講座
(産業能率大学通信研修
サポートセンター) 3冊
点:永薮直子 校:藤井恵美子

録音図書

Midsummer Spectacular
ODYSSEY 1:31
音･編:三原太郎

カーク･ダグラス自伝 上
(K･ダグラス) 13:58
音:外園朝代 編:坪田捷子

講演資料(抜粋)
(石高雅信) 1:48
音･編:川添美智子

精神分析体験:ビオンの宇宙
(松木邦裕) 12:26
音:小林幸子

ドラマティック･ショースペース
Rain on Neptune 1:00
音･編:三原太郎

 対面リーディング  

江 不    裕恵 桂 公 
北川 悟 嶋津豊子 髙橋由紀江
千原加容子 畠田幹子 福地京子
眞野祥子 山内紀代子 山田栄利子
和布浦眞里子
7･8月 利用者11人･23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
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 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
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
塚本紀子 逸見恵子 深見真理
待田敏彦 森本益子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］
永崎利恵 片倉康子
細川惠美子 吉田幸子

◆7･8月の貸出実績

点字 7月:142tl 8月:157tl
DAISY 7月:2705tl 8月:3061tl
テープ 7月:7tl 8月:1tl
★7･8月の人気貸出図書★
(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】
[7月]

 滅の刃 22(吾峠呼世晴)
いまどきの｢ドイツ｣と｢日本｣

(マライ･メントライン)
カラーズ･イン･レイン(須賀有海)
季語ものしり事典(新海均編)
[8月]

 滅の刃 23(吾峠呼世晴)
紙幣と旅する(高康治)
高齢者を身近な危険から

守る本(森透匡)
サボる哲学(栗原康)
【録音図書】
[7月]

執権 北条氏と鎌倉幕府
(細川重男)

心をたもつヒント(共同通信社)
刑事(デカ)メンタル(森透匡)
ウイルス･カビ毒から

身を守る!(松本忠男)
[8月]

皆殺しの家(山田彩人）
 栗上野介 主戦派 VS

勝海  恭順派 (島添芳実)
読むだけで元気になれる

哲学の教室(富増章成)
脳が若返る特効薬  き

ニンニク油(篠浦伸禎)

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  村佐世 

 電子書籍  

◆テキストデータ

ITパスポート試験対策テキスト
&過去問題集 令和4-5年度版
足立佐紀子 木原富子 中川幸子
軒原 修 山田理子

サマートレーニング 国語2年
中村宏子

◆テキストDAISY図書

MONTHLY “日本一”明るい
経済新聞7月号
テキスト化･DAISY編集:

森 美恵子
MONTHLY “日本一”明るい

経済新聞8月号
テキスト化･DAISY編集:

越智真弓子
東京オリンピック始末記

テキスト化:北川かほる
中村宏子

DAISY編集:中村宏子
DAISY校正:加藤珠子

ボランティアってなんだっけ?
テキスト化:北川かほる

中村宏子
DAISY編集:北川かほる
DAISY校正:森田敏子

◆マルチメディアDAISY図書

ともだちはここにいるよ
DAISY校正:足立佐紀子

加藤珠子
音:水野順子 伊東晴子

しょうぼうしのくまさん
DAISY校正:足立佐紀子

森田敏子
音:水野順子 伊東晴子

 音 声 解 説  
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢義 と娘のブルース Disc.4」
ナレーション･台本制作･編集:

 中千壽  川真知 

◆上映協力

わろう座映画体験会
｢世界でいちばん い写真｣
(8月19日)

勝亦悦子 阪口雅代 鹿津直美
那須由美  川真知 廣野美代 
藤井倫子 松永和子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【7･8月実績】
来館:7月 大前雅司 斧田綱子

木村朱美 栗谷博子
週報:7月 伊藤 勇 8月 木村朱美
HP:中条正信

《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。

 ご 寄 附  

公益財団法 鉄道弘済会  本 部
中村商事株式会社大阪支店
日本基督教団北白川教会
葦田梨恵 上田徳一 宮 清子
湯川欣晃2件 匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)



松本さん、松井さん、川端さんが朗読録音

地区表彰、遠藤さんが文部科学大臣表彰

公益財団法人鉄道弘済会の今年度第52回朗
読録音奉仕者表彰が行われ、９月16日、大阪
市で開催された  本地区表彰の朗読録 の部
で松本紀代さん、校正の部で松井喜美代さん、

き よ

DAISY編集の部で川端正子さんが受賞。続いて
９月26日、東京で行われた全国表彰で遠藤敬子
さんが文部科学大臣賞を受賞されました。松本
さんは30年863時間130タイトル、松井さんは
16年1197時間173タイトル、川端さんは20年
549時間79タイトルの実績(数字は四捨五入)、
遠藤さんは地区･全国表彰を経て、活動歴34年
1894時間201タイトル中、専門書695時間80タ
イトルの実績が高く評価されたものです。皆さ
んのご受賞をお祝いするとともに、今後ますま
すのご活躍をお願いしたいと思います。
水谷昌史さん著｢見えない人の『ちょっと世間話』｣

日本ライトハウスの大先輩、当館の元職員で
あり、点字と文筆のスペシャリストである水谷
昌史さんが10数年に亘りミニコミ誌『お好み
まさふみ

書き』に寄稿したエッセイが１冊の本になりま
した。｢『障害は個性だ』、『障害者だってなんで
もできる』、『障害者から勇気をもらった』……
すべて眉唾ものです。」｢ハンディはない方がい
いし、お金は多いほうがいいし、見た目もいい
ほうが有利だ｣。そんなドキッとさせられるよう
な直言を交えながら、軽妙洒脱な文章で、障害
者の問題から災害、コロナ、戦争と平和、政治、
スポーツなど広範なテーマが掘り下げられ、深
く考えさせられる一冊です。新評論発行。238
頁、1,980円。書店でお買い求めください。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

感 謝 報 告 (続き)
ボランティア友の会世話人会報告

9 8 ( )10:00 11:30
出席者:池本 植田 大安 奥 尾崎 田中

向井 山田 (館から竹下 德嶋)
<館からの報告>
･日本ライトハウス展の開催
<協議事項>
･施設見学会の検討
･情報･意見交換(電子書籍係の活動内容他)
<次回>11 10 ( )10:00 

または11月4日(木)施設見学会終了後

人事異動のお知らせ

当館サービス部では、９月下旬、二人の職員
を採用しました。よろしくお願いいたします。

図書･情報係＝小川真奈美
エンジョイ！グッズサロン＝廣瀬玲依奈

あ ゆ み

【８月】
２ ダスキン･ジャスミンさん研修( 20 )
４日･26日 専門音訳｢小説の読み方｣講習会
19日 わろう座映画体験会
【９月】
２日 専門音訳｢東洋医学｣講習会開講
６日 専門点訳｢写真･図･イラスト｣講習会開講
10日 オープンデー(館内見学日、３人)
15日 見学:福島県立視覚支援学校
24日 専門点訳｢教科書･教材｣講習会開講

予 定

【10月】
８日 製作部休室(10日月曜指定祝日の振替)
11日 サービス部休室(10日月曜指定祝日振替)
12  13 全視情協 会(  記念館)
13日 サービス部休室(書庫･在庫整理日)
15日 オープンデー(館内見学日、要予約)
28  29  本ライトハウス展(全館休館)

編 集 イギリスのエリザベス女王が亡くなら
後 記 れました。女王のファッションは、若
い頃の清楚でエレガントなスタイルから90歳
を超えた近頃は色鮮やかなルックですが、いま
改めて感動させられます。お気に入りの色はブ
ルー、ピンク、ひよこイエロー。花柄のワンピ
ースやリボン飾りのついた服とおそろいの帽子
も印象的です。その気品の泉源には古き良きイ
ギリスのプライドを感じずにはいられません。
賢く気高く美しく、見習いたいなぁ。（一）

ONE BOOK ONE LIFE 2022年10月号
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 化センター(館  下 亘)

住 所  阪市 区江 堀1-13-2(〒550-0002)
TEL 06-6441-0015 FAX 06-6441-0095
E-mail info@iccb.jp
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