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来館時はより一層の感染対策にご協力下さい

昨年末から改めて新型コロナウイルスの感染が
急拡大しています。事態は日を追って変化して
いますが、当館では、原則として国の緊急事態
宣言や大阪府の明確な指導がない限り、感染対
策を徹底しながら、これまで通りのボランティ
ア活動とサービスを継続する予定です。

来館される方にはこれまで通りの感染対策に
加えて、入館時の体温測定(非接触型体温計で
測定)と不織布マスクの着用(お持ちでない方には
館から提供)をお願いします。ぜひご協力下さい。

ボランティア交流会の最終決定を２月18日に

2021年度のボランティア交流会の申込受付
を先月から始めています。今回は３月10日(木)
13時 16時、  記念館で開催。定員を２分
の１以下に抑えるなど感染対策を行いながら、
活動歴20年･30年以上のボランティアの方々へ
の感謝式典と箏曲家竹内 一 氏の演奏会を行う

はじめ

予定ですが、新型コロナウイルスの感染状況に
より、予定通り開催できるかどうか判断できま
せん。そこで、２月15日に臨時のボランティ
ア世話人会を開き、オンライン開催や延期も視

野に入れて検討を行います。最終決定の内容は、
２月18日(金)に発表しますので、参加申込の上、
当館のホームページ(http://www.lighthouse.or.
jp/iccb/)か、各係のMLでご確認ください。ご
希望の方には、個別に電話等でご連絡します。

バリアフリー映画｢もうろうをいきる｣をオンラインで

早川福祉会館点字図書室のボランティア交流
会が２ 19 ( )14時 15時40分、同館会議室
とオンライン(YouTube)で開催されます。目と
耳に障害のある盲ろう者を全国各地に訪ねて、
その日常生活と通訳介助者とのコミュニケーシ
ョンを追ったドキュメンタリー映画の上映です
(91分、音声解説・日本語字幕付）。当館ボラン
ティアのオンライン視聴も歓迎。申込は、２月
14日(月)までに、氏名と所属を明記し、Ｅメー
ルで同館(hayakawa-f@k2.dion.ne.jp)まで。

２月の休館・休室について

２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･在庫整理日のため休室。

２月11日(金･祝)＝全館休館
２月23日(水･祝)＝全館休館
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ＡＩには出来ない！意味内容を伝える点訳･音訳･電子書籍

求められるのは人の知恵と工夫
副館 福井 哲也

当館では昨年12月、特別講演会｢読書バリアフリー法とボランティア活動｣を開催しました。当日
参加できなかった からは、特に福井哲也副館 (点字情報技術センター所 )の講演への関 が 
かったので、福井副館 が講演を元に から書き下ろした原稿を掲載します。( 下)

ＡＩ はすごい？

コンピュータの技術革新は、私たちの社会に
大きな変化をもたらしています。今のブームは
人工知能(ＡＩ)です。2015年、ＡＩは将棋の
プロ棋士を凌駕し、翌年囲碁でも人間はＡＩに
勝てなくなったそうです。顔認証も、車の自動
運転も、気象予報も、ＡＩが新しい世界を開く
といわれます。ならば、私たちの読書にも新た
な光が差すでしょうか。ＡＩの目覚ましい発達
により、点訳や音訳が機械任せで正確にできる
時代が間もなくやって来ると信じる人は多いよ
うですが、私は道は非常に遠いと感じています。

パソコンと共に使用する音声合成装置が世に
出てもうすぐ40年。初期の頃はいわゆるロボ
ット声で、耳ざわりな機械音だったのに対し、
最近の音声エンジンは、とても人間らしくしゃ
べるようになりました。その点では格段の進歩
が見られるのですが、漢字の読み違いや奇妙な
イントネーションといった面では、声の綺麗さ
とは裏腹に改善の勢いが鈍っているのではない
かと思います。自動点訳も、漢字の読みの難し
さはもとより、平仮名が続いても語の切り分け
につまずきがち。記号類の処理とレイアウトも、
人間がかなり手を入れないと人様に見せられる
点字文書にはなりません。では、ＡＩが自動音
訳や自動点訳の性能を画期的に向上させる兆し
は見えるでしょうか。

東ロボくん・プロジェクトに学ぶ
と う

｢ロボットは東大に入れるか｣というＡＩの研
究プロジェクトをご存じでしょうか。国立情報
学研究所教授の新井紀子氏がリーダーとなり、
2011年に始動。研究者ら延べ約100人を動員し、
大学入試の模擬試験問題をＡＩに解かせるとい
う課題に挑戦しました。東ロボくんは毎年偏差

値を上げ、2017
年には有名私大
の合格レベルに
は達したものの、
東大合格はあき
らめたと宣言し
ました。新井氏
は、このプロジェ
クトはロボット
を大学に入学さ
せるためではな

く、ＡＩに出来ることと出来ないことをだれに
も分かる形で示すのが目的だったといいます。

コンピュータが人間の能力をはるかに超えて
いるのは、記憶・計算・統計といった部分です。
最近のＡＩは、大量のデータ(ビッグデータ)を
統計的に処理し、最適な答えを導く手法で多く
のことを実現してきています。では東ロボくん
はどうやって入試問題を解いたのでしょうか。
例えば、英語の短文問題(文中の空所に適語を
選択肢から選ぶ問題と、語句を並べ替えて正し
い文にする問題)を解くために500億語の英文を
読み込ませ、前後にどういう語の並びがあると
き、どの語が入る確率が高いかで答えを出して
いったといいます。注目すべきは、文の意味を
吟味するのではなく、構文解析すらしていない
ということです。

この荒業で入試センター模試の英語の短文問
題の正解率が90%だそうですから、ある意味、
すごいのですが、見方を変えれば500億語も勉
強してなお１割間違えるところに、ＡＩの限界
があるといえます。ＡＩは言葉や文の本質的な
意味を理解しません。人間の脳がどうやって言
葉の意味を理解するのかまだ解明されておらず、
機械にさせる方法も見出せていません。スマホ

センターのページ
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に｢今日の天気は？｣などと話しかけると、合成
音声がそれなりに答えますが、これは言葉の意
味が分かった振りをさせているだけなのです。

ＩＢＭが開発した｢ワトソン｣というＡＩが、
東大の医師が半年間見つけられなかった難病を
診断したとニュースになりましたが、ワトソン
が人間を上回る医学知識を獲得したわけではあ
りません。ワトソンは、大量の医学論文を読み
込み、人は医学論文をこのように書く傾向があ
り、人は電子カルテをこのように書く傾向があ
るということを統計的に割り出して、患者の病
状等から病名を探索する支援をしたのです。蓄
積した知識と与えられた条件から論理的に診断
を下したのではありません。

統計的手法はＡＩの得意技です。分野によっ
ては、目的を明確化し作りこむことで、相当の
成果を上げることができます。一方、言葉の意
味を理解し判断するといったことは、ＡＩには
とても苦手です。それは、言葉の｢意味｣を数値
化する方法が発見されていないからだと、新井
氏はいいます。

意味内容を伝えられるのは人間だけ

点訳や音訳は、元より墨字を一対一に点字や
音声に置き換えればよいというものではありま
せん。特に漢字の読みには多くの判断が必要で
す。｢あついあついと言われた仲も三月せぬ間
に秋がくる。｣ これは都都逸ですが、｢三月｣は
期間を表すので、｢さんがつ｣でなく｢みつき｣で
すし、｢間｣は｢あいだ｣でなく｢ま｣が適切でしょ
う。こういう読み分けは、意味が分かればほと
んど無意識に行われます。

落語｢山崎屋｣で、大旦那が、吉原の遊女だっ
た倅の嫁に｢どこのお屋敷に奉公していたか｣と
尋ねると、｢北国ざます｣と答える。これに大旦
那が｢北国とは加賀様のことか…｣と応じますが、
二人が言う｢北国｣は｢きたぐに｣ではありません。
江 では吉原を｢ほっこく｣と呼び、かたや加賀
を含む北陸道の諸国を｢ほっこく｣と称したこと
から、｢ほっこく｣と言うことで会話が展開する
のです。これも文意に基づく判断が重要です。

ちなみに、英語にも綴りが同じで音が異なる

語はあります。leadは｢導く｣ならリード、｢鉛｣
はレッド。sakeはfor the sake of ｢…のため｣
はセイクですが、飲むのはサーキ(酒)です。ま
た、英語点字には、語の意味や発音で縮約の用
法を判断する場合があります。

点訳では、文章の内容や構成により、記号の
使い方を工夫し、レイアウトを整える必要があ
ります。音訳においても、墨字の書体やレイア
ウトにより伝わる情報をいかに音声で表現する
かで、分かりやすさが大いに変わってきます。
このような｢処理｣が、文意の理解を基盤とする
ことは論を待ちません。アクセシブルな電子書
籍の製作においても、内容に応じた編集が不可
欠です。さらに、文章以外の図・イラスト・写
真等の要素が加われば、ＡＩ任せは夢のまた夢
でしょう。

なお、ここでは触れられませんが、東ロボく
んを育てた新井氏は、中高生などを対象にした
独自の調査から、数学にせよ社会科にせよ、教
科書に書かれている日本語を理解する読解力が
不足している子どもたちが意外に多いことにも
警鐘を鳴らしています。

気になる｢ワンソース・マルチユース｣

情報バリアフリーを求める際、何よりもまず
テキストデータをという声を聞くことがありま
す。いわく、テキストデータは点字にも音声に
も拡大文字にもなる―ワンソース・マルチユ
ースだと。確かに、読めるものが何もない状態
でテキストデータが入手できれば、用が足りる
場面は多々あります。しかし、テキストデータ
が完全な点字や音声に自動で化けてくれる最良
の解決策であるかのような誤解を生むことを、
私は危惧します。テキストデータは万能ではあ
りません。

ＡＩには困難なことがなお多く、情報バリア
フリーには手間暇がかかるという現実を、再確
認したいと思います。

【参考文献】『ＡＩvs.教科書が読めない子ど
もたち』新井紀子(2018)、「なぜ人工知能は東
大に合格できないのか」新井紀子(｢週刊新潮｣
2017.2.2)

センターのページ
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｢声のかけ方｣と｢手の貸し方｣の基本

駅や交差点で一人歩きの視覚障害者の方を見かけたら

当館では、ボランティアをはじめ 般市 の皆さんに、｢駅や交差点で  歩きしている視覚障
害者の方を見かけたら、進んで声かけを｣と呼びかけるとともに、声のかけ方と手の貸し方の基本
をまとめたチラシを配付しています。これは５年前にも本誌に掲載しましたが、改めて皆さんに
確認していただきたく、再掲載します。一番大切なことは、声をかけた方の意向に耳を傾けるこ
と。コミュニケーションしながら、安心・安全なサポートを心がけましょう。（館  下 亘）

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

① なるべく正面から声をかけ、無理なく

できる範囲で、手を貸しましょう。

② 「どのように手を貸せばいいですか？」と

聴いてください。経験があってもなくても、

その場で、相手に教えてもらいましょう。

③ 基本は、相手の半歩先に立ち、「ひじ」を

もってもらい、一緒に歩きます。

④ 段差、階段、スロープ、エレベーター、電車等、

障害があるときは､必ずいったん立ち止まって、

「下り階段を降ります」などと説明しましょう。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

◎ 以下のことは厳禁です。お気をつけください！

白杖をつかむ 盲導犬に触る 身体をつかむ

◆ 危なくない場所をスイスイ歩いている人には、無理に声をかける必要はありません。

鉄道の場合、駅員に頼めばサポートしてもらえます。 【イラスト＆レイアウト：名賀知子】
コピー・配布可（但し、部分コピー・改変不可）

センターのページ



- 5 -

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12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  

12月分完成点字図書

8タイトル27冊(書名､編著者､
冊数､点訳者､校正者)

一度読んだら絶対に忘れない
世界史人物事典
(山崎圭一) 8冊
点･校:塚本紀子 辻 志津江

平澤敦子
校:平野 健

嘘つきたちの晩酌(伊月千種) 3冊
点:松下柳子
校:渡辺節子 岡田允子

福元悦子
気がつけば警備員になっていた。

(堀田孝之) 3冊
点:野上満智子
校:丸山順介 平野 健

 滅の刃17(吾峠呼世晴) 1冊
点:南 佳奈
校:栗栖 忍

最強に面白い!！食と栄養 2冊
点: 尾純 
校:宗像真李子 平野 健

シネマ･デイジー目録 2021年
12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:南 佳奈
校:栗栖 忍

城郭考古学の冒険(千田嘉博) 5冊
点: 堀 佐 
校:華崎律子 丸山順介

平安･陰陽うた恋ひ小町
(遠藤遼) 4冊
点:中沢由美子
校:川崎安恵 福元悦子

 録 音 製 作  

12月分完成録音図書

12タイトル(書名､著者､録音
時間､音訳者､校正者､編集者)

医師が教える“デブ腸”を
“やせ腸”に変える50の法則
(工藤孝文) 3:42
音:大屋敦子
校:松浦洋子 土井賀津子
編:濵 欣子

今すぐ本を出しなさい
(水野俊哉) 5:31
音:嶋林茂子
校:石原英子 阪越紀子
編:本村英子

学校制服とは何か
(小林哲夫) 8:30
音:和田ゆう子
校:佐藤圭子 八田芙未子
編:辻野玲子

勝手に｢仏像｣ランキング!
(田中ひろみ) 6:22
音:植田美穂子
校:有末 道 濵 欣子
編:前田元子

カンボジア自転車プロジェクト
(安田勝也) 11:27
音:嶋津美香
校:松浦洋子 阪越紀子
編:吉川順子

シニアの骨粗しょう症･圧迫骨折を
防ぐ!(宗円聡監修) 2:30
音:岩田真智子
校:川辺洋子 岡村佳子

土井賀津子
編:八田芙未子

新･患者学(前納宏章) 9:51
音:松本紀代
校:橋本万里 佐藤圭子

松井喜美代
編:本村英子

中華料理進化論(徐航明) 6:58
音:大坂陽子
校:羽淵雅子 前川祐子

松井喜美代
編:岡村佳子

本当はごはんを作るのが好き
なのに､しんどくなった人たちへ
(コウケンテツ) 3:34
音:平田恵美子
校:川端砂代子 渡辺一枝
編:阪口雅代

身の回りから人権を考える80の
ヒント(武部康広) 5:57
音:阪本由美子
校:宮 清子 土井賀津子
編:上月直子

歪められた江 時代
(古川愛哲) 7:46
音:坪田捷子
校:川端砂代子 松井喜美代
編:辻野玲子

和歌史(渡部泰明) 12:18
音:北川温子 寺下千秋
校:佐藤保子 濵 欣子
編:荒木良子

 プライベート製作  

点字図書

伊勢正三 LIVE BEST 1冊
点:待田敏彦
校:宗像真李子

片想いのうた 1冊
点:辻野純代
校:前田美代子

感 謝 報 告
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｢金平糖｣ 第156回 短歌サロン 1冊
点:待田敏彦
校:若林安也子

太平洋戦争への道1931-1941
(半藤一利 他) 4冊
点:待田敏彦
校:松井育子

録音図書

株式会社アメリカの日本解体
計画(堤未果) 3:49
音･編:三原太郎

TORIさんの特撮放談
特撮サントラ盤うらばなしの
まき その1[4](TORI) 3:06
音･編:坪田捷子

法華経菩薩思想論(久保継成)
16:49
音･編:伊東晴子

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2022年1月号
発送:木下正義 中島小夜子
中島千恵  垣泰    弘

『読書』2022年1月号
デイジー版 1:07
音:下山とよみ 校:寺下千秋
発送:井川倭文子 板波キミ

北川かほる 並木昌子
宮崎ナオヨ

『JRニュース』2022年1月号
点字版 3冊
点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～温活で冷え対策』

2022年1月号
デイジー版 0:11
音:下山とよみ 校:寺下千秋

『子供の科学』2021年11月号
デイジー版 4:27
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11月号
デイジー版 4:01
音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣
大桑久美子 河原眞知子 夛田禮子
畑 豊弥 濵 欣子 濵名あきよ
溝渕久美子

『日経パソコン』2021年12月号
デイジー版 3:46
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 下山とよみ
寺下千秋 寺 美枝  村郁 
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』2022年1月号
デイジー版 2:13
音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣
伊東晴子 辻本紀枝 中島美穂
中島 睦   芳美  和 惠 
弘津千加子 前田元子 眞津野秀子
山本 香

『週刊新潮』デイジー版
◆2021年12月2日号 9:07
今岡松代 岡村勝彦 上田啓子
河原眞知子 衣田智恵美 木村加代
 河典 後藤泰 正 潤 
中村千賀子 中本和代 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12月9日号 10:36
畔田文恵 稲田至功子 上原多美子
 橋恵 岡﨑節  村明 
加藤和夫 上村裕子 北元直子
坂口幸子 坂本雪枝 阪本由美子
佐藤公平 沢田玲子 地福延代
白井律子 鈴木恵子 土井静栄
 村早  濵 洋 林 由 
福井栄子 向髙寿子 八十嶋敦子
山本晴代 湯浅里美 和布浦眞里子
編:古跡眞知子

◆2021年12月16日号 10:17
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
 渕浩 寺   中本和代
成 次雄 成 由起  村道 
  トシ 直場徳宥 橋本明 
橋本佳子 服部秀美 星子鐵郎
前田元子 松原和子 松本昌子
山下 豊 山田栄利子
編:中本和代

◆2021年12月23日号 10:00
大久保美弥 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 川本くるみ
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 澤田由紀 沢田玲子
嶋津美香 鈴木栄二 髙田雅子
髙橋孝子 武市敦子 玉置明美
田宮加代 地上博子 坪田捷子
冨 久美  岡千代   千波
野村純子 橋村惠子 濵 欣子
兵頭賢一 平田惠美子 前田元子
松浦洋子 湯浅里美 和田ゆう子
和布浦眞里子
編:尾島和代

感 謝 報 告
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◆2021年12月30･2022年1月6日
新年特大号 11:33

畔田文恵 有川美津子 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 川端砂代子
  智恵美  村加代  河典 
後藤泰子 坂本雪枝 島田悦代
武市敦子 中村千賀子 中本和代
     和 惠 野村美穂 
東浦雅代 兵頭つね子 弘津千加子
深津綾子 福田佳代
編:中本和代

◆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

 電子書籍  

◆プライベート製作

見えなくてもみんなで子育て
中川幸子

◆テキストDAISY図書

その言葉､もう使われていませんよ
スキャン:笠松幸彦
テキスト化:笠松幸彦 中川幸子
DAISY編集:笠松幸彦
DAISY校正:足立佐紀子

 対面リーディング  

池本滋 江 不  奥 規代 
小池雅子 坂本雪枝 高橋美代子
髙橋由紀江 畠田幹子 寶田サチヱ
本荘一子 宮坂暁子 森田幸子
12月 利用者9人･16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
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 塚本紀子 逸見恵子
宮嶋昌代 森本益子 若槻敬子
渡邊洋子

［茨木市バラの会］
堂 晴美 片倉康子

◆12月の貸出実績

点字 164tl DAISY 3148tl
テープ 5tl

★12月の人気貸出図書★
(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】
医師が教える内臓疲労回復

(松尾伊津香)
 滅の刃 15(吾峠呼世晴)
京都市動物園飼育係ものがたり

(高橋鉄雄)
人事の古代史(十川陽一)
【録音図書】
夜盗狩り 助立屋始末

(沖田正午)
SCIS科学犯罪捜査班 2

(中村啓)
明治を創った男  園寺公望が

生きた時代(小泉達生)
最高の睡眠は血流で決まる

(片平健一郎)

整理・情報サービス

板谷照美 鱗星千恵子 岡田満千代

電子書籍

池尻三千  村佐世 

 音 声 解 説  
(ボイスぷらす)

◆シネマ･デイジー

｢アラバマ物語｣
ナレーション:中村京子
台本制作･編集:中村京子

那須由美子
台本校正:田中千壽子

◆上映協力

わろう座映画体験会
｢花のお江 の釣りバカ 誌｣
(12月10日)

大桑久美子 北川富美代 鹿津直美
那須由美  川真知 弘津千加 
廣野美代子 藤井倫子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【12月実績】
来館:斧田綱子 栗谷博子
週報:阿佐和幸
HP更新:中条正信

 ご 寄 附  

日本基督教団北白川教会(2件)
上ノ山禎子 島谷久美子 下奥重望
鈴木得司 坪内美和子 田島明子
ネルソン橋本桂子 南山美智子
山口孝代 湯川欣晃(5件) 匿名3件

(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。



災害発生時の避難方法について

先月の北新地の雑居ビル火災では多くの犠牲
者が出て、改めて火災や地震への備えが求めら
れています。当館ビルとアルテビルは耐震性は
十分で、消防設備と避難経路も整備されていま
すが、万一の災害発生時には以下のように避難
してください。なお、当館では、近く全館避難
訓練を行う予定です(アルテビルでは管理会社
により年１回、避難訓練が行われています)。

【本館】
①非常ベルが鳴ったら避難の準備をし、館内

放送の指示を聞いた上で、エレベータを使わず、
廊下北側突き当たりの非常階段から地上へ避難
してください。（非常ドアを開ける際は、避難
中の人に衝突する危険がありますので、慌てず、
ゆっくり開けてください。)

②火災等で非常階段に出られない場合のみ、
各階南東隅の非常口(ベランダ)から避難してく
ださい。避難はしごで逃げることができます。

③津波警報が出た場合は、上層階へ避難して
ください。

※分館を含む全フロアに緊急地震速報機を設
置し、本館７階には非常食、水、毛布等を備蓄
しています。

【アルテビル分館】
①非常ベルが鳴ったら、職員の指示に従い、

エレベータは使わず、９階 側(  横)か９階
南側(廊下の突き当たり)の避難階段を使って避
難してください。

②津波警報が出た場合は、避難せずに９階に
留まってください。
                     
ボランティア友の会世話人会報告

1 13 ( )10:00 11:20
出席者: 安、奥、尾崎、笠松、  、 中

(館から谷口、德嶋)
<館からの報告>
･コロナ対策とボランティア活動､会議室利用
について(１頁｢掲示板｣参照)

･地域の学校等の点字教科書製作の取り組み
状況(点字製作係奥野主任)

<協議事項>
･ボランティア友の会総会･交流会の検討(協
議の結果は１頁の｢掲示板｣に掲載)

･次年度(2022年度)の世話人について

･友の会文庫への例年通りの寄付の承認
<次回> ２ 15 ( )13:00 14:00

あ ゆ み

【１月】
５日 仕事始め
６日 全館ボランティア活動・サービス再開
13日 ボランティア世話人会
15日 オープンデー(館内見学日･４人)
25日 点訳ボランティア養成講習会修了式

予 定

【２月】
５日･12日 専門講習会｢テキストデイジー編集

コース｣
10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)
11日 全館休館(祝日)
15日 ボランティア友の会世話人会(臨時)
18日 わろう座映画体験会｢トランボ ハリウッド

に最も嫌われた男｣
19日 オープンデー(館内見学日･要予約)
23日 全館休館(祝日)

編 集 何かと忙しく、気詰まりなことの多い
後 記 毎日。気分転換には何分必要だと思わ
れますか？私は15分だと思います。行き詰ま
ったり、思いつめたりしたら、たった15分違
うことをすることによって、発想の転換ができ
たり、違う方向からのアプローチ、計画変更が
できると思っています。軽く手足を動かしたり、
少し鼻歌を歌ってみたり、もちろんお風呂に入
ってぬくもったり……。忙しい合間にも自分の
好きなことを15分するだけで、気分は変わり
ますよ。これからのために15分、短くて有効
な時間の使い方です。（一）
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