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視覚障害文化のイベントが12月、東西で開催

｢第２回点字考案200年記念講演会＆シンポ

ジウム｣が12 10 ( )10時 15時、東京の会
場とオンラインで開かれます。午前中は講演
｢ 国における点字製作の新たな潮流 デジタ
ル時代の点字｣。午後はシンポジウム｢日本が創
り出した点字メディア さらなる発展をめざし
て｣で、当館点字製作係の奥野真里主任が児童
向け点字雑誌『アミ･ドゥ･ブライユ』編集責任
者として出演します。オンラインでの参加は、
Eメール tenjikouan200@jfb.jp へ、件名に
｢点字考案200年記念講演会オンライン参加申込｣
と明記し、11月30日までにお申込みください。
視覚障害者文化を育てる会(４しょく会)の

設立20周年記念イベント｢令和版『風土記』を
作ろう！大阪から世界へ広がる『発想･発信･発
見』のネットワーク｣が12月18日(日)13時45分
 17時30分、  記念館で開催。３部構成で、
第２部では当館の 下亘館 が 本ライトハウ
スの100周年について語ります。定員120人(要
予約、先着順)、参加費1,000円。申込みは、12
月2日(金)までに電話080-2527-9383の佐木さん
(平 の21時 23時か 曜の10時 23時)まで。

｢盲導犬カレンダー｣2023年版発売！

日本ライトハウスの愛らしい盲導犬の写真を
満載したカレンダーを今年も３階総務係で販売
します。壁掛け型(見開きＡ３判)、卓上型(Ｂ
６判)の２種類。税込1,000円。見本は、ホーム
ページ(https://sodaterukai.net/)でご覧くだ
さい。通販ご希望の方は、直接、盲導犬訓練所
(電話0721-72-0914)へお願いします。

｢灯友会｣のバザーが３年ぶりに館内で開催
とうゆうかい

日本ライトハウス後援会による盲導犬チャリ
ティバザーです。雑貨や乾物、特産品の他、掘
り出し物も多数。毎回好評のホテルのパンや専
門学校生による手作りクッキーも販売されます。
ご来館のついでにぜひお立ち寄りください。

 時＝11 ４ ( )12時 16時30分、５ 
( )10時 14時 会場＝当館４階会議室

11月の休館・休室について

11月３日(木･祝日)＝全館休館
11月10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。
11月23日(水･祝日)＝全館休館
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これからも繋いでいきたい！点訳と音訳の技術

澤田祐子さん、久保洋子さんにインタビュー(１)

点訳ボランティアの澤田祐子さんと音訳ボランティアの久保洋子さんは、当館の500人に及ぶ
さ わ だ ゆ う こ く ぼ よ う こ

ボランティアの中でも特に い経験と深い知識・技術をお持ちの 々です。それぞれ点訳と 訳
の奥深さに惹かれ、図書製作に打ち込むとともに、後進の育成に力を尽くしてこられたお二人に
点訳・ 訳への思いと今後も繋いでいきたい技術について伺いました。(製作部 久保  )

これからも質の高い点字図書を提供したい

Ｑ．澤田さんはボランティア活動51年目を
迎えられましたが、時代とともに感じている変
化はありますか。
澤田 私がボランティアになった頃は、女

性が子育てを一段落して手が空いたなという時
に就職先が無くてね。だから、社会に繋がって
いたい、何かをしたいという30代・40代の人
たちが、ボランティアを始めたの。今は、初め
ていらっしゃる方のほとんどが60代。70代の
人もいて……。皆、がんばっているんだけれど、
 く活動するのが難しい も多いですよね。体
力的にも気力的にも。

人間、年を取ると間違いが多くなるでしょう。
新人の方だけじゃなくて、ベテランだって、年
をとってきたら昔はやらなかったような小さな
間違いをするようになっちゃう。昔は２校した
ら大丈夫だったのが、この頃では３校しなきゃ
ダメかもってなってきて……。昔より質の落ち
た本を出してしまわないように、とても気をつ
けています。それから、今はパソコン入力だか
ら校正も墨点字でやるでしょう。ボランティア
が本当の点字に触れる機会が無くなってしまっ
たというのも大きな変化ですね。

誰が聞いてもわかる録音図書を作りたい

Ｑ．久保さんは、お仲間の方々に、よく｢音
訳にのめり込んでここまで来た｣とおっしゃっ
ていますが。
久保 私は、目の見えない人のために本を

読もうと思って日本ライトハウスに来ました。
最初に校正をしたんですが、その時に、聞いて
いる人にわからないようなルールをこちらが勝
手に作っているように感じたの。

澤田祐子さん 旧満州(中国東北部)出身。

東京を経て吹田市に移り、1972年から当館

の点訳ボランティアに。特に数学・算数や

古典の点訳のエキスパートで、これまでに

専門点訳講習会の講師を12回ご担当いただ

きました。また、1983年から｢大阪 YWCA
点字子ども図書室｣をボランティアで開設さ

れ児童の読書支援に尽力されています。

例えば、カッコの中はピッチを落とすとか、
引用文はピッチを上げるとかって決まっていた
んだけど、聞いているだけでは、なぜ急に声が
上がったり下がったりするのかわからない。し
かも、ほとんどの音訳者がピッチを下げると声
が小さくなっちゃうから、その度にボリューム
を上げ下げして聞かないとダメな時もあったく
らい。それで、当時の職員に｢盲学校ってテー
プの聞き方の授業あるの？｣って聞いたら、｢そ
んなもんあるわけないでしょ｣って(笑)。

私たちが勝手に、ピッチを下げたらカッコで
すよってルールを決めても、聞き手がわからな
いのではダメだし、そもそも本の内容を一生懸
命聞いている時に、そんなところに気を取られ
ていたら集中できないんじゃないかなと思った

ボランティアのページ
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んです。それで、誰が聞いてもわかるような音
訳、もし自分が目が見えなくなっても楽しく聞
けるような音訳ができないかな、ということを
考えたり言ったりしているうちに、どっぷりの
めり込んで、今に至っています。

久保洋子さん 1985年から当館で活動。専

門知識を活かして、第１回専門音訳講習会

から14回、理数や図表の講習会をご担当い

ただき、専門音訳チーム｢理数チーム｣｢東洋

医学チーム｣を牽引。数多くの専門書の音訳

･校正に携わって来られました。コロナ禍を乗り

越えて毎日のように来館にされ、録音ボラン

ティアの相談に答えてくださっています。

大切なことは、視覚障害者の立場で点訳・

音訳する姿勢

Ｑ．伝えていきたい点訳技術、音訳技術とは
どのようなものだと思われますか？
久保 原本の内容を、私たちが読むのと同

じように利用者に伝わるように作る、それに尽
きると思います。そのためにも、利用者と同じ
ように音声で本を読む体験をして、誰のために
読んでるのかを常に意識してほしいです。音訳
を始めようと思ったら、１冊や２冊は音で本を
読んでみること。それも小説とかではなくて、
ちょっと理屈っぽいものをね。音だけでどうい
う風に理解できるのかなっていうのを、やって
みる必要があると思います。
澤田 点訳も同じです。点字で読んだとき

にどうなのかを考えるっていうのが、とても大
事。実際に点字に触れてみれば、全部の点字を

触らないとわからないんだ、とか、図の中の点
のちょっとしたズレや点間の さでわかりにく
くなるんだっていうことがわかるのよ。

点訳も音訳も、ボランティアが、これは目の
見えない人が聞いたり触ったりするものなんだ
っていうことを最近忘れちゃっているように思
います。これは、視覚障害の人にとっては困っ
た状態になりつつあるということですよ。

点訳者も音訳者も柔軟な思考力を

澤田 基本的なマス空けはきっちりしてほ
しいです。これは決まりがありますから。でも、
レイアウトになると、決まりがあるようで無い。
マニュアルに書いてあるだけの事例じゃできな
いことがいっぱい出てくるので、その時に、ど
うやったら見えない人がわかるかっていうこと
を考えられるようになっていただきたいの。…
…きっちりしなきゃいけないって思っていない
人の方が良いのかも(笑)。
久保 音訳もそうです。決まっているのは、

例えばタイトルの入り方とか、奥付はどこで読
むかとか、そういうことだけで、他は決まりは
無い。１冊１冊、違うんだから。自分で考えて
やっていくしかない。
澤田 時々、｢この間、澤田さんは(見出し

は)６マスって言ったじゃないですか｣って怒ら
れるんだけど、｢あの本は６マス見出しだけど、
この本は８マス空けないと後で困るでしょ｣と
か、｢あの本では仕方なく６マスにしたけど、
今度の本は４マスにしても良いんじゃない｣と
か。すこーし頭を柔らかくして、これも有りだ
けどあれも有りっていう考えでやった方が、読
む方にとっては良いように思うんです。

【インタビューを終えて】点訳、音訳の難

しさも面白さもよく知っているお二人。思

わず笑ってしまうエピソードから、いかに

して技術を継承していくべきか、というシ

ビアな話まで、話題は尽きませんでした。

次回は、校正者として様々な本に携わって

きたお二人ならではのお話を掲載します。

ボランティアのページ
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ダスキン研修生は今(２)～サモアのアリさん

点字製作係 大下 歩

ダスキン愛の輪基金の｢アジア太平洋障害者リーダー育成事業｣で来館した視覚障害研修生が
今どんな活躍をしているかをインタビューする企画の２回目。今回は２年前の３月に来館し、
日本語ペラペラで驚かされたサモア独立国のアリ･トミー･ヘーゼルマンさんの近況を紹介します。

Ｑ．こんにちは。よろしくお願いします。
Ａ．こんにちは！アリ(Ari)と申します。今

33歳で、サモア独立国の首都アピアに住んで
います。全盲で、ダスキン・アジア太平洋障害
者リーダー育成事業の21期生として、2019年
から１年間日本で勉強しました。
Ｑ．日本語がとってもお上手ですね。
Ａ．いえいえ。もっともっと上手になりたい

です。今でも日本語のスクリーンリーダーを使
い、サピエ図書館でシネマ・デイジーを聴いた
り、NHKのニュースを毎日聴いたりしている
んですよ。僕は外国語を学ぶのが趣味で、 語
であるサモア語の他に、英語、フィジー語、ド
イツ語、ヒンディー語などが話せます。
Ｑ．来日前はどんな生活をしていましたか？
Ａ．僕はサモアで生まれましたが、父の仕事

の関係で９歳から14年間フィジーで暮らしま
した。点字は５歳からサモアで習いましたが、
上達したのは９歳でフィジーの盲学校に入って
からです。サモア語やフィジー語の点字は、英
語のアルファベット点字を使って表すんですよ。

高校は地域の学校に行きました。これは生徒
がちゃんと社会に出るために盲学校が決めた
ルールなんです。僕が行ったのはインド人の高
校でした。植 地時代、イギリスが畑で働かせ
るためにたくさんのインド人を連れてきたので、
フィジーには今でもインド人が多いです。

高校ではいやな経験も良い経験もたくさんし
ました。数学の先 は 板を読み上げてくれな
いし、僕に話しかけもしない。でもヒンディー
語の先生は僕にヒンディー語のスピーチコンテ
ストに出るよう勧めてくれて、僕はインド人以
外の部でトロフィーをもらったんです！
Ｑ．なぜ日本で勉強しようと思ったんですか？
Ａ．ダスキン研修は、２期生であるフィジー

のベロニカさんから聞きました。日本で学びた
かったのは、まず障害者に関する法律のこと。
サモアには、障害者に関して国が定める法律は
まだ一つもないんです。それから駅などにある
音声案内のことも知りたかったです。
Ｑ．今はどんなお仕事をしていますか？
Ａ．今年５月、サモア盲人協会の｢障害イン

クルーシブ｣分野の責任者になりました。仕事
は視覚障害者の人権を守り、啓発すること。例
えば地域の学校に通う視覚障害児の教材の点訳
です。全国学力試験の時には問題を点訳し、生
徒の回答は墨字に訳して教育省に送りました。
Ｑ．これからサモアでやってみたいことは？
Ａ．サモアでも街中に音声案内を広めたいで

す。あと、いろいろなウェブサイトをアクセシ
ブルにしたい。サモア語のスクリーンリーダー
を作れたらいいなと思ってます！

【歩のつぶやき】礼儀正しく、陽気なアリ
さん。サモアの時間で夜10時からのインタ
ビューを快く受けてくれました。日本での
研修のことは、サモアの大学や日本大使館
でも話しているとか。「外国の人を理解する
には相手の文化や言語を学ばないと｣という
言葉は説得力がありました。(歩)

利用者のページ
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銀幕の視覚障害者（２）～｢武士の一分｣ 録音製作係 宇田佑香

視覚障害者が登場する映画の中から、音声解説担当宇田職員が観て、心に残った作品をご紹介します。

｢武士の一分｣＝山田洋次監督、2006年、121分
時は江 時代、藩主の毒 役の務めで べた

貝の毒で失明してしまった下級武士、新之丞と、
彼を献身的に支える妻、加世による愛の物語。

観ていてとりわけ気になったのは、目の見え
なくなった新之丞が居間と縁側の間の敷居の上
に座り込んでいる姿。また、客間に入る際、ま
ず敷居を踏んで入室した後、手前から二つ目の
畳の縁に手と足をかけながら正座をするのです。

へり

ご承知の通り、敷居や縁を踏むことは、礼儀
作法から外れるとされています。その理由は、
｢敷居の劣化で襖のすべりが悪くなるのを防ぐ
ため｣や｢畳の縁と縁の隙間から武器を突き出し
て攻撃されるのを防ぐため｣など諸説あります。
｢敷居を踏むのは家主の頭を踏むのと同じ｣なん
てことも、昔聞いたこともありましたっけ。

このような敷居や縁ですが、映画を観ている

うちに、目の見えない人にとって、和室の敷居
や縁は点字ブロックのような役割を果たしてい
るのではないか？と、ふと気づきました。当事
者の方、数名に聞いてみたところ、実際に位置
取りの参考にすることはあるとの事。ただし、
普段はあまり気にしないという方が大半でした。

新之丞役は木村拓哉さん。子供の頃に剣道を
習っておられたようで、見事な太刀捌きを披露
しています。妻の加世役は元宝塚歌劇団の檀れ
いさん、退団後初の映画出演だったそうです。

この映画は、日本で初めて音声解説付きのプ
リントがされたとのこと。当館でも、玉水記念
館で行った初のバリアフリー映画会で上映され、
今日の｢音声解説｣事業の端緒となったと聞きま
した。販売中のDVD・ブルーレイディスク共
にバリアフリー字幕・音声ガイド対応。店によ
ってはレンタル、配信サイトでも観られます。

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

7タイトル19冊(書名､編著者､
冊数､点訳者､校正者)

簡単なのにウマすぎる!もりもり
野菜レシピ(かっちゃん) 1冊
点:細見康子
校:G校正 宗像真李子

コロナウイルスの感染や重症化を
未然に防ぐ!(賀偉) 2冊
点･校:G東医

｢悟り体験｣を読む(大竹晋) 5冊
点:加尾美千子
校:南 佳奈 岡田允子

勉強の価値(森博嗣) 3冊
点:島谷久美子
校:辻 志津江 丸山順介

ラストプレー(雪後天) 3冊
点:中安龍夫
校:土橋貞子 宗像真李子

ルールの世界史(伊藤毅) 3冊
点:林 季子
校:G校正 橋詰玲子

ロシア点描(小泉悠) 2冊
点:大杉敦子
校:G校正 篠原苑子

 録 音 製 作  

9月分完成録音図書

15タイトル(書名､著者､録音
時間､音訳者､校正者､編集者)

命の救援電車(坂夏樹) 5:58
 : 村郁 
校:辻野玲子 松井喜美代
編:柳本絹子

SCIS科学犯罪捜査班5
(中村啓) 6:12
音:辻野玲子
校:吉田典子 土井賀津子
編:石井ふみ代

江 式マーケ(川上徹也) 9:00
音:小林万智子
校:有末 道 松井喜美代
編:辻野玲子

お弔いの現場人(朝山実) 10:00
音:岡田栄子
校:畑 豊弥 中澤康子

松井喜美代
編:吉川順子

革命はいつも､たった一人から
始まる(藤原和博) 7:24
音:藤岡郁子
校:石原英子 松井喜美代
編:坂口幸子

感 謝 報 告
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歌舞伎役者･市川雷蔵
(大島幸久) 6:15
音:坪田捷子
校:辻野玲子 濵 欣子
編:寺下千秋

水害列島(土屋信行) 9:11
音:濵名あきよ

世界のおすもうさん
(和田靜香) 9:57
音:澤田和代
校:石原英子 松井喜美代
編:川端砂代子

繊細な人の仕事がうまくいく
ファッションのルール
(アズ直子 他) 5:22
音:金井典子

つかず離れず婚(和田秀樹) 3:40
音:立上敦子
校:佐藤保子 上田道子

橋村惠子
編:寺下千秋

動物園･その歴史と冒険
(溝井裕一) 9:34
音:東 佳子
校:飯村紀子 石原英子

松井喜美代
編:山崎千代子

廃炉(稲泉連) 8:33
音:平田恵美子
校:米谷治子 渡辺一枝
編:辻野玲子

100年前から見た21世紀の日本
(大倉幸宏) 9:34
音:岩井悦子
校:髙室雅子 大坂陽子

米谷治子 松井喜美代
編:橋村惠子

幻の｢カフェー｣時代
(斎藤光) 7:20
音:飯村紀子
校:東 佳子 澤田和代

松井喜美代
編:山崎千代子

利生の人(天津佳之) 11:38
音:上月直子
校:  祥 松井喜美代
編:八田芙未子

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2022年10月号
発送:木下正義 中島小夜子
中島千恵  垣泰    弘

『読書』2022年10月号
デイジー版 1:08
音:下山とよみ 校:寺下千秋
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』2022年10月号
点字版 3冊
点･校:金曜日グループ

『アミ･ドゥ･ブライユ』点字版
第42号 1冊
点･校:梶原由美子 栗栖 忍

河村牧子 清水浩子
松山千英 南 佳奈

第43号 1冊
点･校:安達恵美子 梶原由美子

栗栖 忍 鴻上真理
前田朱実 南 佳奈
山根真紀子

『お役立ち目録～野球』

2022年10月号
デイジー版 0:10
音:下山とよみ 校:寺下千秋

『子供の科学』2022年8月号
デイジー版 3:39
音･校･編:グループ汐(ゆうしお)
井駒多津子 岸田素子 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8月号
デイジー版 4:00
音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣
大桑久美子 大屋敦子 金井典子
寺田美枝子 濵 欣子 橋本万里
山本雅子

『日経パソコン』

2022年9月号 デイジー版 3:42
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 
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10月号
デイジー版 2:28
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
中原尚子 前田元子 山崎千代子
脇本登志子

『週刊新潮』デイジー版
◆2022年9月1日秋初月増大号

10:12
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9月8日号 10:40
畔田文恵 有川美津子 稲田至功子
上原多美子 大橋恵子 岡﨑節子
加藤和夫 北元直子 阪本美紀
坂本雪枝 佐藤公平 澤井 稔
嶋津美香 白井律子 鈴木惠子
髙田雅子 土井静栄 永井憲子
 岡千代 濵 洋 林 由 
兵頭賢一 廣田あけみ 福井栄子
増田典子 向髙寿子 湯浅里美
山本晴代
編:大島幸枝

感 謝 報 告
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◆2022年9月15日号 9:28
荒木節子 岩谷友子 越智真弓子
北村優美子 帰村千恵 清水百世
新熊美衛 髙久俊 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 服部秀美 星子鐵郎
前田元子 松原和子 山下 豊
山田栄利子 和田文子
編:佐古智子

◆2022年9月22日号 9:43
有川美津子 稲田至功子 上原多美子
大坂陽子 大島幸枝 上村裕子
川端砂代子 川本くるみ 北元直子
久下悦子 國分清子 坂本雪枝
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 寺下千秋
冨 久美   千波 野村純 
橋村惠子 林 由子 平田惠美子
廣田あけみ 弘津千加子 八十嶋敦子
湯浅里美 和布浦眞里子
編:尾島和代

◆2022年9月29日号 9:19
荒木節子 岩谷京子 大久保美弥
大島幸枝 大森恵子 岡﨑節子
上村裕子 川端砂代子 川本くるみ
帰村千恵 久保諄洸 小池雅子
阪本美紀 坂本雪枝 佐藤圭子
佐藤公平 澤井 稔 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 久美   千波  和 惠 
濵 欣子 兵頭賢一 平田惠美子
弘津千加子 前田元子 松浦洋子
和田ゆう子 和布浦眞里子
編: 村道 

◆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

｢金平糖｣第162回 短歌サロン 1冊
点:待田敏彦
校:若林安也子

社会科小学4年ワーク 6冊
点:木内孝子 校:篠原苑子

フルートのための超定番曲ザ★50
3冊
点:辻野純代 橋本和代
校:田中伸子

録音図書

記憶に残る速読(堀大輔) 4:37
音･編:浜本裕子

ベトナム怪人紀行(ゲッツ板谷)
10:10
音･編:川添美智子

 対面リーディング  

  幹雄 江 不   村登 
岡﨑博子 鎌田 潤 高橋美代子
田那辺優子 千原加容子 堀内眞里
向井  森 幸 
9月 利用者8人･14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  

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
武部はつ子 田間泰子 塚本紀子
逸見恵子 待田敏彦 森本益子
渡邊洋子

［茨木市バラの会］
堂 晴美 永崎利恵 村野登紀代
  充

◆9月の貸出実績

点字 118tl DAISY 2194tl
テープ 0tl

整理・情報サービス

板波キミ 板谷照美 鱗星千恵子

電子書籍

池尻三千  村佐世 

 電子書籍  

◆プライベート製作

「はやり歌」の考古学
足立佐紀子

◆テキストDAISY図書

MONTHLY “日本一”明るい
経済新聞9月号
テキスト化･DAISY編集:

森 美恵子
プリズン･サークル

テキスト化:森田敏子 加藤珠子
DAISY編集:森田敏子
DAISY校正:足立佐紀子

フェミニズムがひらいた道
テキスト化:足立佐紀子

森 美恵子
画像:足立佐紀子
DAISY編集:足立佐紀子
DAISY校正:大里いずみ

 音 声 解 説  
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢世界でいちばん い写真」
ナレーション:廣野美代子
台本制作･編集:廣野美代子

藤井倫子
台本校正:那須由美子

《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。



全視情協大会にハイブリッドで393人が参加

全視情協(全国視覚障害者情報提供施設協会)
の今年度第47回大会が10月12日と13日、肥後
橋の玉水記念館を拠点に、会場参加とオンライ
ンで開催。全国の点字図書館82館をはじめ公
共図書館、ボランティア団体など111施設・団
体から393人が参加しました。メインテーマは
２題で、全体会１｢読書から誰ひとり取り残さ
ないバリアフリーの図書館を目指して｣では、
利用者拡大に向けて様々な取り組みをしている
点字図書館と公共図書館、そして両者を活用し
ている利用者の発表と意見交換が行われました。
また、全体会２｢視覚障害者が必要とする情報
をいかに届けるか 点字 化の価値を改めて考
える｣では、点字図書の貸出が次第に減少する
中、必要とされる点字資料を製作・提供して
いる実践が紹介され、意見が交わされました。
今回、特に点字で情報を活用している利用者や
視覚支援学校の教員、リハビリ施設の職員の
発表が示唆に富み、深く考えさせられたので、
ぜひ改めてご紹介したいと思います。
鉄道弘済会・朗読録音奉仕奨励賞を６人が受賞

鉄道弘済会が主催する今年度・第52回朗読
録 奉仕者・  本地区表彰で、朗読録 奉仕
奨励賞を当館の岩田真智子さん、岡﨑節子さん、
川端砂代子さん、川辺洋子さん、佐藤保子さん、

さ よ こ よ う こ や す こ

立 上敦子さんが受賞され、９月30日、館内で
たつかみ あ つ こ

贈呈式が行われました。奨励賞は活動歴５年未
満で、積極的に音訳活動に取り組んでいる方が
対象です。皆さんのご受賞をお祝いするととも
に、今後、当館の録音図書製作の中核として活
躍されることを期待したいと思います。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

感 謝 報 告 (続き)

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【9月実績】
来館:石川昌宏 木村朱美
週報:石川昌宏
HP:中条正信

 ご 寄 附  

佐藤清志
(敬称略をご容赦下さい)

あ ゆ み

【10月】
12  13 全視情協 会(  記念館)
14日 見学:大阪ライオンズクラブ
15日 オープンデー(館内見学日、４人)
28  29  本ライトハウス展(全館休館)

予 定

【11月】
１ ｢点字の   本点字制定記念 ｣
３日 全館休館(祝日)
４ Ｖ友の会施設 学会(神 ライトセンター)
４ ５ 灯友会バザール(当館４階)
10日 サービス部休室(書庫･在庫整理日)
12日 オープンデー(館内見学日、要予約)
16日 全視情協近畿ブロック･音訳指導員養成

講習会(玉水記念館)
16 17  本ライトハウス理事会・評議員会
23日 全館休館(祝日)
25日 見学:日本ライトハウス養成部受講生

編 集 全視情協が移転したビルのエレベータ
後 記 に電子パネルがあり、毎日、｢今日は○
○の日｣と告知されます。たとえば、｢寅さんの
日｣(８月27日、第１作公開日)など軽い内容が
多く、思わず微苦笑させられます。そう言えば、
10月10日は｢目の愛護デー｣でした。また、10
月15日は｢国際白杖の日｣、11月１日は｢点字の
   本点字制定記念 ｣と、秋は私達に関係
の深い記念日が続きます。日本ライトハウスも
1922年(大正11年)｢秋｣に創業し、今年創業100
周年を迎えましたが、それが何月何日だったの
か不明なのは残念です。ただ、記念日は、それ
を祝うだけでなく、現状を見つめ直し、明日か
らの生き方を問い直す出発点だと思いますので、
気持ちを新たに歩みたいと思います。(竹）
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