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掲 示 板

福井哲也氏を講師にボランティア研修会

近畿視情協(近畿視覚障害者情報サービス研

究協議会)の今年度ボランティア・職員研修会

が12月７日(木)10時～16時、玉水記念館で開か

れます。午前は当法人点字情報技術センターの

福井哲也所長が、点訳・音訳ボランティア活動

が直面する課題と今後の指針について講演しま

す。午後は点訳、音訳の分科会に分かれて、最

新の技術や情報について研修を行います。参加

申込みは、当館をはじめ所属する近畿視情協加

盟施設・団体を通して(参加費無料)。加盟して

いないボランティアグループの方も歓迎します

(参加費500円)。お問い合わせは、近畿視情協

事務局(電話06-6441-0015・当館代表)まで。

リハセンの｢ライトハウス祭り｣にご来場を！

鶴見区の当法人視覚障害リハビリテーション

センターでは、毎年恒例の｢ライトハウス祭り｣

を11月18日(土)10:30～15:00に開催します。ブ

ラスバンド演奏や盲導犬体験、リハセンの利用

者と職員によるゲームコーナーや屋台(焼き芋、

チヂミ、おはぎ、カレーパン)など。問い合わ

せは日本ライトハウス(電話06-6961-5521)まで。

ボランティアの前田綾子さんがラジオ出演

ＮＨＫラジオ第２で毎週放送されている｢視

覚障害ナビ・ラジオ｣に当館録音ボランティア

の前田綾子さんが出演します。放送は11月26日

(日)19:30～20:00と、再放送12月3日(日)7:30

～8:00。今月のトピックス・特集｢音訳誕生60

年｣をテーマに、音訳のこれまでと現状や課題、

さらにこれからのあり方について、音訳歴58年

で、全国の現役音訳者中、最もベテランと思わ

れる前田綾子さんと枚方市立中央図書館職員の

服部敦史さんが語ります。ぜひお聴きください。

第11回マルチメディアデイジー図書講演会

法人 と当館共催による第11回マルNPO NaD

ナディー

チメディアデイジー図書講演会を12月３日(日)､

当館４階会議室で開催します。10:30～12:00は

デイジー図書再生方法の個別相談会、13:00～

16:30は講演会｢マルチメディアデイジー教科書

の普及推進の取組｣と事例紹介等。参加費500円。

お問い合わせは、当館製作部電子書籍係まで。

月３日(金)と 日(木)◆11月の休館日 11 23

は祝日のため全館休館です。ご了承ください。
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｢日本ライトハウス展2017｣に過去最高1,714人が来場

読売光と愛の事業団の共催で20周年

当法人では、｢日本ライトハウス展～全国ロービジョンフェア2017｣を９月30日(土)・10月１日

(日)、難波御堂筋ビル７階ホールと８階大会議室で開催しました。これは、社会福祉法人読売光

と愛の事業団の共催で毎年開いている西日本最大の視覚障害者用具・機器展で、今年が20周年。

今回は44社・団体の出展と６題の特別ステージを行ったところ、この会場では過去最高1,714人

のお客様がご来場くださいました。アンケートでは｢初めて来た｣という方が３割を超え、特に多

くの中途視覚障害やロービジョンの方々に情報を届けることができました。(館長 竹下 亘)

過去最多44社･団体の出展に終日超満員

機器・用具展示では、ロボット型の多機能

スマホや、眼鏡型モニターで暗所でも明るい

カラー画像が見える補助具、ファッショナブル

な音声腕時計など初出展８社を含め、過去最多

44社・団体から数百点の電子機器や生活用具の

展示・一部販売が行われ、連日超満員となりま

した。来場者のアンケート(回答177人)では、

｢(とても)良かった｣が82％を占め、｢新製品が

見られて良かった｣｢初めて来たが素晴らしい

製品に出会えた｣｢説明が丁寧で分かりやすかっ

た｣など高い評価を頂きました。反面、超満員

となったため、｢会場がもっと広い方が良い｣

｢混雑して/周りがうるさくて説明が聞けない/

待たされた｣などのご指摘もあり、開催の仕方

をさらに工夫する必要も痛感しました。

高橋氏、三宅氏の｢特別ステージ｣が大人気

特別ステージでは、理化学研究所高橋政代氏

の講演｢神戸アイセンターの紹介｣と、東京大学

先端科学技術研究センター三宅 氏の講演｢情

報保障としてのＩＣＴ機器活用｣が超満員とな

り、アンケートでも両氏の講演を｢聴けて良か

った｣｢将来に希望が持てた｣といった声が多数

寄せられました。また当館企画の｢スマートサ

イト“大阪あいねっと”のお披露目｣や４年ぶ

りの書評合戦｢びぶりおバトル｣、初企画のスマ

ホアプリのプレゼン合戦｢アプリバトル｣、恒例

の｢難波寄席｣も大いに盛り上がりました。

260人余りの聴衆で溢れた高橋政代氏の講演

場内のガイドが｢親切、丁寧｣と高い評価

今回も当館のボランティアに加えて、参天製

薬株式会社社員の皆様など約60人が場内のガイ

ドと特別企画｢iPhone体験会｣の講師・補助にご

協力くださいました(お名前を最終頁に掲載)。

お客様からは｢場内のガイドが行き届いていて

安心して見られた｣｢ガイドが親切、丁寧で良か

った｣というお声を頂きました。

またアンケートの中で重く受けとめたのは、

｢病気で将来目が見えなくなる不安があるが、

初めて来て勇気づけられた。自分が出来ること

でお役に立ちたい｣というメッセージを頂いた

ことです。ぜひこれからも中途視覚障害の不安

や困難を覚えている方々と繋がり、力を得てい

ただける展示会を続けたいと思います。

来年は2018年10月13日(土)・14日(日)に開催

します。ぜひご来場とご協力をお願いします。

センターのページ
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「支援」について、多くの“気づき”を得た３日間

視覚障害リハビリテーション基礎講習会を受講して

当法人の視覚障害リハビリテーションセンター養成部では毎年２回、｢視覚障害リハビリテー

ション基礎講習会｣を開講しています。これは全国の福祉・教育・医療機関等の職員を対象に、

視覚障害リハビリテーションの初歩的な知識と、視覚障害者への接し方の基本について、３日間

の講義と実技訓練を行うものです。今年８月末に行われた第20回講習会に当館職員の山岡幸雄と

内藤流津が受講しましたので、この研修で気づいたこと、得たものを報告させていただきます。

貴重な“気づき”の機会に感謝

サービス部図書・情報係 山岡幸雄

３日間に及ぶ基礎講習会。最初の講義早々、

私は大変なショックを受け、講義が終わった今

もずっと、心のどこかで考え続けていることが

あります。それは“支援とは何か”ということ

についてです。

きっかけは｢中途失明で入所中の利用者さん

が階段から落ちました。どうしてだったと思い

ますか？｣という、講師からのさりげない問い

かけでした。｢階段に慣れていなかったので

は？｣｢別の場所だと勘違いしてしまったのだろ

う。｣共に受講した参加者からも様々な意見が

出ます。でも、伝い歩きの訓練を受けていて普

段は落ちることはなかったのになぜだろう？み

なさんならどのようにお考えになるでしょうか。

この問いかけに対する答えを聞いた私は、自

分があまりにわかっていないことに気づき、愕

然としました。それは｢見えていた頃のように

伝い歩きをせずに歩きたかった｣という、利用

者さんのとても強い思い、葛藤が理由だったの

です。伝い歩きをすれば安全なのは十分理解し

ていて、今の自分にとって伝い歩きが一番いい

というのも百も承知で、それでも何も伝わずに

歩きたかったという、当たり前の、決してない

がしろにすべきでない思いが起こした事故でし

た。そんな気持ちにいかに寄り添っていけるの

か。続く講師の言葉に、また考えさせられます。

｢未熟さを知って自分を恥ずかしく思う気持

ち、関わることで生まれる葛藤。実はこうして

支援しようとする人も実は、支援することで支

援者としての自立を支援してもらっているんで

すよ｣と。福祉用語で言えば、これを｢パラレル

プロセス｣と呼ぶそうです。支援とは決して一

方向ではなく、双方向、お互いに影響し合う関

係という考えです。このことはきっとこれから

もずっと、折に触れて思い出すことと思います。

支援者には、こうした共感する力を持つとと

もに、利用者さんの持つ“強み”を見つけられ

るように客観的に俯瞰する力も必要とされます。

３日間の講義はこの考えを幹に拡がり、枝葉に

分かれ、貴重な学びの機会を与えてくれました。

関わる人がどこで生まれ、どんな学びをし、何

に喜び、悲しんできたのか。それに対して自分

はどんなサポートができるのか。利用者さんが

活き活きする方法を一緒に見つけていくにはど

んな関わりかたができるのか。知るべきことは

山ほどありますが、少しずつでも考え続けるこ

との大切さを改めて知ることができました。

貴重な気づきの機会を与えていただいたこと

に心から感謝し、教わったことを胸にこれから

の道を歩んでいきたいと思います。

多くの学びで超えられた｢ガイド｣への不安

製作部録音製作係 内藤流津

る つ

この講習会に参加するまで、私には｢視覚障

害の方のガイドに自信が持てない｣という悩み

がありました。私がガイドしても大丈夫だろう

か？という消極的な思いから、声かけさえも躊

躇してしまうほど。しかし、どう克服して良い

か分からず思い悩んでいた時に、この講習会受

講の機会を頂き、参加させていただきました。

悩みの解決の糸口を見つけたのは、初日最後

の｢手引き｣の実技の時間でした。２人一組のペ

アを組み、館内を｢手引き｣していた時のことで

す。ドアと廊下を繋ぐ小さな段差があったので

すが、ペアの方が必要以上に大きく踏み出して

しまい、その先にあったマットに足を取られて

センターのページ
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しまいました。原因は、私が段差の高さを伝え

ていなかったことと、｢段差を越えなければな

らない｣という私の緊張感が伝わってしまった

ことの２つ。私のガイドで、相手に恐怖心を抱

かせてしまったのです。

ガイドする者の焦りは、ガイドを受ける方に

ダイレクトに伝わり、その方の不安につながる

ということを痛感した出来事でした。しかし同

時に、今までのガイドに対する自信の無さは、

対象者の方の不安を無意識に感じていたからで

あるということに気づいたのです。

ではどうすれば、ガイドする方の不安を取り

除くことができるのか？その答えはペア交代後

の歩行の体験の中にありました。

ペアの方のガイドで歩き、指導の方の｢声か

け｣を体感したことで、｢どう声かけをしてもら

えると助かるか？｣｢どのような動作がわかりや

すいか｣ということが理解出来ました。体験を

通じて、今までは｢状況説明｣が不足していたと

いうことが分かり、｢声かけ｣を増やすことがガ

イドの改善につながると確信しました。

翌日に行われた屋外での実技で、指導の方に

アドバイスを頂きながら｢声かけ｣を改善したと

ころ、前日よりもスムーズにガイドすることが

視覚障害リハビリ基礎講習会の主な内容

◆講義＝視覚障害リハビリテーション、視覚

障害者の福祉、コミュニケーション訓練、

スポーツ、盲導犬、歩行訓練、弱視とコミ

ュニケーション、日常生活動作訓練。

◆実技＝手引きによる歩行、屋内歩行(アイ

マスクによる手引き歩行他)、日常生活

動作訓練(アイマスクによる食事)等。

できました。一番驚いたことは、自分の中のガ

イドに対する不安が消えていたこと。悩みが解

決した瞬間でした。15分程の短い時間、短い距

離ではありましたが、屋外をガイドすることが

出来たという経験が自信となりました。私にと

ってこの基礎講習会は、自身に大きな変化が訪

れた貴重な３日間となりました。

受講前の私は、｢ガイドをする｣｢支援をする｣

ということに対して、硬く考えすぎてしまい、

壁を作ってしまっていたのだと思います。今回、

｢知識｣｢技術｣｢心構え｣を学んだことで、ようや

く壁を超えることが出来たと感じています。

まだまだ未熟ですが講習会で学んだことを基

に、これからも精進して行きたいと思います。

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2017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 作点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作

９月分完成点字図書９月分完成点字図書９月分完成点字図書９月分完成点字図書

15タイトル51冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

アリスのうさぎ(斉藤洋) 2冊

点:加尾美千子、今里みづ代

校:宗像真李子、岡田允子、

八木光子

石坂流鍼術の世界(町田栄治) 4

冊 点･校:G東医

ＡＲ元素周期表(朝日新聞社メデ

ィアビジネス局企画他) 1冊

点:木村寿子 校:清水浩子

冤罪(石井一) 4冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝、八木光子

ＪＲニュース2017年10月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

殉教者(加賀乙彦) 4冊

点:有光美穂 校:G校正、

杉島貴子、岡田允子

小学6年分の理科が面白いほど

解ける65のルール(倉橋修)

6冊 点:河村牧子、清水浩子

校:木村寿子

Ｚ会グレードアップ問題集小学

4年国語読解(Ｚ会指導部) 4冊

点:藤井恵美子 校:G校正

誰がネロとパトラッシュを殺す

のか(A V ディーンデレン他)

5冊 点:南 佳奈

校:G校正、平野 健

日本を壊す政商(森功) 4冊

点:福田真弓

校:喜多冨佐子、宗像真李子

福山雅治ベスト(ケイ･エム･

ピー) 5冊

点･校:８階コモド

未来につなげる地方創生(内閣府

地方創生人材支援制度派遣者

編集チーム) 4冊

点:塚本紀子

校:G校正、平野 健

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

まいにち開運！お清めハンド

ブック(中井耀香) 1冊

点:高橋淳子

校:G校正、加尾美千子

もぐさのはなし(織田隆三) 2冊

点･校:G東医

ようちえん･ほいくえんで人気の

クリスマスソング(丹羽あさ子

ピアノ編曲) 2冊

点･校:８階コモド

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

９月分完成録音図書９月分完成録音図書９月分完成録音図書９月分完成録音図書

21タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

育ジージがやってくる

(菅谷洋司) 6:57

音:鈴木ますみ

校:水谷和子、本村英子

編:阪口雅代

黄金の剣士(近藤五郎) 5:54

音:倉富重雄

校:髙室雅子、辻野玲子

編:八田芙未子

金子みすゞの詩とこころ

(小寺誠) 8:21

音:北川温子

校:大桑久美子、板東由美子、

西村郁子、植田美穂子

編:本村英子

金本・阪神 猛虎復活の処方箋

(岡田彰布) 4:15

音:土井賀津子

校:柳本絹子、植田美穂子

編:羽淵雅子

客席から見染めたひと

(関容子) 12:06

音:野村昭子

校:石原英子、上田道子、

濵 欣子

編:浅野雅子、町田美樹子

今日も森にいます。東京チェン

ソーズ(青木亮輔他) 5:18

音:矢切素子 校:柳本絹子、

中澤康子、辻野玲子

編:本村英子

暗闇坂(武田櫂太郎) 7:44

音:前田綾子

校:伊志峰和代、小森佳津子、

本村英子 編:植田美穂子

蔡英文が台湾を変える(黄文雄)

8:07 音:那須由美子

校:米谷治子、宮 清子、

前川祐子、本村英子

編:若槻敬子

桟敷童の誕(いつわり)

(佐々木禎子他) 7:11

音:寺下千秋

校:坂口幸子、植田美穂子

編:辻野玲子

ジャガイモの歴史(A F スミ

ス) 5:37 音:岡 香代子

校:谷澤耀子、宮 清子、

本村英子 編:濵 欣子

反橋・しぐれ・たまゆら

(川端康成) 8:07

音:石原英子

校:野村昭子、上田道子、

本村英子 編:山口孝代

ツバメの謎(北村亘) 4:04

音:竹田佳代 校:目連雅子

電気は誰のものか(田中聡)

9:35 音:澤田和代

錦織圭物語(松丸さとみ)

3:54 音:中原尚子

校:松浦洋子、脇本登志子

編:西田芳美

日本ライトハウス展2017

ガイドブック 1:38

音:木村純子

校:寺田美枝子、福島博子

人間さまお断り(J カプラン)

14:25 音:金井典子

校:夛田禮子、小西君子、

荒木良子 編:植田美穂子

話すだけで書ける究極の文章法

(野口悠紀雄) 7:32

音:橋本万里 校:松本紀代

物語で読む引き寄せの法則

(E ヒックス他) 7:04

音:植田美穂子

校:有末 道、下山とよみ、

辻野玲子 編:若槻敬子

夢の扉＋(TBS｢夢の扉＋｣制作班)

7:15 音:奥 幸子

校:上月直子、本村英子

編:夛田禮子

若者の取扱説明書(斎藤孝)

4:34 音:柳本絹子

校:矢切素子、宮 清子

編:岸田素子

私の思い出。あの日あの味

(月刊『望星』編集部) 9:13

音:西村郁子 校:髙岡博子、

金井典子 編:若槻敬子

        プライベート製作プライベート製作プライベート製作プライベート製作

点字図書点字図書点字図書点字図書

ガボット(楽譜A3版1枚)

(A.コレルリ) 1冊

点:田中伸子

校:橋本和代、中村美智子

大白蓮華(抜粋) JUNE 2017 2冊

点:奥村純子

はじめての社会保障

(椋野美智子他) 5冊

点:待田敏彦 校:G校正

録音図書録音図書録音図書録音図書

原爆が投下された理由

(須田諭一) 4:23

音 編:小林加代子

ビッグ タウン

(D J･スワンソン) 10:53

音:松本公丹子 編:町田美樹子
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感 謝 報 告

        定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物

[編集の都合上、一部50音順では

ありませんが、ご了承下さい。]

『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』

2017年10月合併号発送:

西垣泰子 藤原静江 山田一弘

2017年10月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:06

音:小西君子 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

『お役立ち目録 2017年10月号『お役立ち目録 2017年10月号『お役立ち目録 2017年10月号『お役立ち目録 2017年10月号

～｢なぜ｣で始まる本～』～｢なぜ｣で始まる本～』～｢なぜ｣で始まる本～』～｢なぜ｣で始まる本～』

デイジー版 0:12

音:小西君子 校:寺下千秋

『鍼灸OSAKA Vol.33 No.1『鍼灸OSAKA Vol.33 No.1『鍼灸OSAKA Vol.33 No.1『鍼灸OSAKA Vol.33 No.1

(2017.Spring125号) 』(2017.Spring125号) 』(2017.Spring125号) 』(2017.Spring125号) 』

デイジー版 13:11

音･校･編:情報文化センター

｢東洋医学チーム｣

荒木良子 岩崎千佐子 片岡珠子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

栗本慶子 佐々木マス子

佐山敦子 夛田禮子 長田ひとみ

野﨑淳子 濵名あきよ 浜本裕子

前川祐子 三上 菊 桃井輝子

渡辺一枝

『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』

デイジー版2017年10月号 2:22

音 校 編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 奥田美穂 志水節子

辻本紀枝 中島美穂 中島 睦

中原尚子 西田芳美

西和田惠子 松浦洋子 山本 香

『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』

デイジー版 2017年8月号 4:06

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 澤田美那子 夛田禮子

田中英子 土井明美 南浦京子

長田ひとみ 吉川弘美 吉田 薫

『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』

デイジー版 2017年8月号 3:58

音 校 編:情報文化センター

｢理数チーム｣

木村純子 久保洋子 寺田美枝子

濵名あきよ 浜本裕子

溝渕久美子 横山時子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

◆2017年9月7日号 9:24

今岡松代 上田啓子 岡村勝彦

加藤紀美子 河原眞知子

木村加代 黒河典子 斉藤良子

正田潤子 竹村京子 中村千賀子

中村直美 中本和代 野村美穂子

畑中法子 久富恭子 兵頭つね子

深津綾子 福田佳代 編:中本和代

◆2017年9月14日号 10:14

井尻府三重 上原多美子 奥 幸子

大橋恵子 長村明子 加藤和夫

上村裕子 姜 貞眞 大登ハルヨ

坂口幸子 阪本由美子 澤井 稔

佐藤公平 鈴木恵子 武市敦子

寺下千秋 中本和代 橋村惠子

林 由子 増田典子 森口慶子

八十嶋敦子 山本スズ子

編:小森由紀子

◆2017年9月21日増大号 11:32

荒木節子 池田和子 岩谷友子

太田貴子 大西裕恵 北村優美子

帰村千恵 沢田玲子 新熊美衛子

髙久俊子 詫摩多美子 田渕浩子

中村洋子 長濱純代 西村道子

西本美加子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 橋本佳子

藤澤元子 星子鐵郎 前田元子

増尾敏子 松原和子 守田喜久子

柳内登喜子 山下 豊 和田文子

編:古跡眞知子

◆2017年9月28日 10:07

岩田真智子 大塚しづ子

大島幸枝 大森恵子 奥 幸子

上村裕子 姜 貞眞 川添美智子

川端砂代子 北川由美子

北山真知子 澤井 稔 久下悦子

小池雅子 坂田嘉子 佐藤公平

佐藤保子 沢田玲子 柴田智美

嶋林茂子 高田郁恵 武市敦子

塚本和江 坪田捷子 中嶋雅美

中村京子 西岡千代子 橋本順子

羽淵雅子 濵 洋一 平田惠美子

兵頭賢一 弘津千加子

藤山美千代 前田元子 松浦洋子

松井喜美代 真見奈津子

山田啓子 横山栄子 吉田典子

和田啓子

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

『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』

デイジー版 2017年9月号 4:57

音 校 編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 片岡珠子

桂 公子 金井典子 川端真知子

嶋川真理子 北川温子 木村純子

小林幸子 小森佳津子 坂口幸子

竹田佳代 夛田禮子 阪本由美子

西田芳美 西村郁子 寺下千秋

佐々木マス子 三上 菊 佐山敦子

下山とよみ 二宮真理 橋本万里

寺田美枝子 浜本裕子 福島博子

前田元子 松浦洋子 目連雅子

横山時子

        電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍

～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｡

マルチメディアDAISY図書マルチメディアDAISY図書マルチメディアDAISY図書マルチメディアDAISY図書

そらいろ男爵

ﾃｷｽﾄ化:山本和代、加藤珠子

音訳:前田綾子、吉田典子、

伊志峰和代
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成功と失敗 哲学のおやつ

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子、森田敏子

DAISY編集:吉川順子

DAISY校正:加藤珠子

音訳:二宮真理、吉川順子

わたしが正義について語るなら

ﾃｷｽﾄ化:長井純子、小池雅子

DAISY編集:加藤珠子

DAISY校正:森田敏子、吉川順子

音訳:寺下千秋、吉川順子

ウィルフレッドの山登り

ﾃｷｽﾄ化:木原富子、新田 優

DAISY編集:大石由美子、

森田敏子

音訳:寺澤理子

少年探偵13 黄金豹

ﾃｷｽﾄ化:森田敏子、中川幸子

画像:足立佐紀子

DAISY編集:酒井佐代子

合成音声編集:森田敏子

テキストDAISY図書テキストDAISY図書テキストDAISY図書テキスト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:小池雅子

行く先を知らないで

ﾃｷｽﾄ校正:加藤珠子

DAISY編集:石川亜紀

DAISY校正:長井純子

テキストデータテキストデータテキストデータテキストデータ

障害とは何か

ﾃｷｽﾄ化:山田理子、森田敏子

プライベート製作プライベート製作プライベート製作プライベート製作

鍼灸臨床能力 北辰会方式理論篇

小池雅子、中川幸子、永藪直子、

平林隆雄

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

岩井和美

情報システム情報システム情報システム情報システム

森田敏子

図書 情報サービス図書 情報サービス図書 情報サービス図書 情報サービス

足立宣美 飯村康志 板波キミ

板谷照美 上田敬子 小椋美智子

片岡忠克 木畑紀子 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 野間絹子

橋本まゆみ 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］

片倉康子 堂 晴美 永崎利恵

◆９月の貸出実績◆９月の貸出実績◆９月の貸出実績◆９月の貸出実績

点字 222tl DAISY 3152tl

テープ 34tl

整理 情報サービス整理 情報サービス整理 情報サービス整理 情報サービス

板波キミ 板谷照美 日下清香

鱗星千恵子

 対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング  

青木幹雄 秋本直美 池本滋子

兄井寿美子 荒河裕子 伊東晴子

稲葉猛雄 犬塚敬彦 岩見博司

上ノ山禎子 大坂陽子 大村登子

岡﨑節子 奥井秀子 金井典子

河上千鶴 川野 博 久保洋子

古賀和子 小杉洋子 小林節子

島 美緒 首藤博子 神保克子

夛田禮子 田那辺優子 谷崎節子

津村香順 常盤知子 中野龍子

中本由美 西川律子 西川真知子

直場徳宥 畠田幹子 林 久利

福島悦子 福地京子 藤田佳子

麓 孜子 古木昭子 細井昌子

細見芳江 前田芳野 待田敏彦

眞野 子 南 礼子 宮坂暁子祥

望月 明 森田幸子 八十嶋敦子

山内一子 山崎 彰 山田栄利子

横山栄子 米田るみ子

9月 利用者11人 57件

ボランティア56人

『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集

木村謹治 澤井 稔 望月 明

     音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説

(ボイスぷらす)(ボイスぷらす)(ボイスぷらす)(ボイスぷらす)

シネマ デイジーシネマ デイジーシネマ デイジーシネマ デイジー

帰ってきたヒトラー

ナレーション:中村京子

台本製作：中村京子、廣野

美代子

編集：廣野美代子

校正:藤井倫子

【お詫び】以下の２作品は前

号で製作者のお名前が抜けて

いましたので､再掲載します。

駆込み女と駆出し男

ナレーション:川添美智子

台本製作:川添美智子

編集:廣野美代子

校正:藤井倫子

クライマーズ・ハイ

ナレーション:那須由美子

台本製作:加藤由美子、

那須由美子、松原 博

編集:那須由美子

校正:北川富美代

上映会協力上映会協力上映会協力上映会協力

なら国際映画祭｢さとにきたら

ええやん｣(9月3日)

会場アナウンス：鹿津直美

        パソコンサポートパソコンサポートパソコンサポートパソコンサポート

(ボイスネット)(ボイスネット)(ボイスネット)(ボイスネット)

【９月実績】

９月例会:石川昌宏、伊藤 勇、

大前雅司、木村朱美、村上栄一

訪問:窪田菜穂子、三輪彰宏

週報:石川昌宏

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

宮 清子 山田一弘 湯川欣晃

感 謝 報 告



全視情協･大阪大会が盛会裏に開催

2017年度・第43回全国視覚障害者情報提

供施設大会が当館の主管で10月19日・20日、

新大阪のホテルメルパルク大阪で開催され

ました。全国81施設・団体から231人が参

加。主テーマである｢情報共有社会の実現

を目指して～ボランティア活動の推進と公

的な情報保障の拡大｣に沿った発表をはじ

め、日本点字表記法の改訂に伴う｢点訳の

てびき 第４版｣の検討、｢極めて聞きづら

い｣という指摘を受けた録音図書を題材に

しての｢音声表現技術｣の研修、サピエ図書

館の新しいサービス方法や蔵書の質の向上

策など、さまざまな研修・協議を行いまし

た。今大会の概要は次号でご紹介します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【感謝報告】続き

｢全視情協大会｣開催協力

◆大会資料点字版製作(点訳･校正･製本)

糸山武博 鴻上真理 安井良恵 西山和子

点字製作係･水曜日グループ

前田綾子◆交流会司会

｢日本ライトハウス展｣開催協力

西垣泰子◆チラシ、ガイドブック発送

◆会場ガイド、iPhone体験会講師・補助

生島貞夫 大前雅司 奥 幸子 小倉玲子

斧田綱子 片岡忠克 加藤珠子 加藤由美子

金子仁子 神谷孝子 川口千代 川辺邦子

川村慈子 木原富子 小泉憲一 小林万智子

佐藤久子 品川博之 清水浩子 高階秀男

高田智子 常盤知子 中谷恵子 中野龍子

中野茉依子 名賀知子 中村京子

那須由美子 西尾純子 西川真知子

野上満智子 橋本万里 廣野美代子

藤井倫子 前田元子 増尾明子 待田敏彦

松原 博 望月 明 森 美恵子 安澤康子

山本普実雄 若松ひろみ 和田眞由美

<<参天製薬株式会社>>

今田 真 木村恵利香 洲脇和久 西浦賢輔

濱田 保 濱田美和子 広瀬翔太

福井由美子 三原昂市 宮本悦代

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【10月】

１日 日本ライトハウス展(９月30日～)

18日 視察:厚生労働省自立支援振興室

19日 全視情協･大阪大会(～20日､新大阪)

24日 音訳Ｖ養成講習会･後期(２)開講

25日 音訳Ｖ養成講習会･後期(１)開講

31日 ボランティア友の会 施設見学･交流会

予 定予 定予 定予 定

【11月】

１日 日本点字制定記念日

７日 日韓伝統音楽の調べ(国立文楽劇場)

９日 ボランティア友の会世話人会

11日 オープンデー(館内見学日)

17日 見学:視覚障害生活訓練等養成課程

18日 ライトハウス祭り(リハセン)

21日 実習:大阪府立南視覚支援学校中学生

22日 見学:JICAインクルーシブ教育研修生

25日 わろう座 ｢小さな恋のメロディ｣

ライトハウス展ではお客様の安全編 集編 集編 集編 集

なご来場を一番に願い、ガイドに後 記後 記後 記後 記

努めていますが、今年の展示会２日目の夜、

ＪＲ阪和線富木駅でまたもや視覚障害者の

ホーム転落・死亡事故が起きてしまいまし

た。国交省の調査では、国内のホーム転落

事故件数(2015年)は3,518件、内視覚障害

者94件。人口比にすると晴眼者が3万7千人

に一人に対して、視覚障害者は3千3百人に

一人と11倍にも達します。視覚障害者の方

が少しでも安心、安全に外出できるように

私たちも街角で｢何かお手伝いしましょう

か？｣という声かけに努めましょう。(竹)
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