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掲 示 板

第20回 サポート講習会を開講ICT
当館では、毎日新聞大阪社会事業団のご助成

の元、全国に先駆けて1997年から視覚障害者パ

ソコンサポート･ボランティア講習会(第11回から

に名称変更)を開催。第16回からは利用者と支ICT

援者が共に集うサロン形式に変え、今年度で第20

回を迎えました。今年度の日程(すべて土曜日)と

テーマは以下の通りです。受講・聴講をご希望の

方は当館サービス部までお問い合わせ下さい。

①５月13日 最前線ICT

②５月27日 点字ディスプレイ講習会

③６月10日 デイジーの新製品と歴史

④６月24日 ネットショッピング講習会

⑤７月22日 体験講習会iPhone

⑥７月22日 スマートホン体験講習会

⑦９月９日 キャスト体験講習会UD

⑧９月16日 最新アプリ体験会

⑨10月28日 活用講習会iPhone

⑩１月27日 体験講習会iPhone

５月の休館日について

５月の休館日は暦通り。祝日の３日 水 ､４( )

日 木 ､５日 金 のみ休館となります。( ) ( )

ガイド体験会｢見えない・見えにくい人の

隣にいるあなたへ｣にご参加を！

ボランティア友の会主催の｢ガイド体験会｣を

今年も開催します。｢見えない・見えにくいっ

てどんなこと？｣から始まり、ガイドやコミュ

ニケーションの方法など、いざという時に役立

つ情報や実技を楽しく学びませんか。当館でボ

ランティアをされる方はぜひ一度はご参加くだ

さい。参加者には昼食をご用意します！

日時 ５月31日(水)12時30分～15時30分

場所 当館４階会議室

申込 ３階総務係(電話06-6441-0015）

申込締切 ５月23日(火) ※先着20人で締切

盲導犬チャリティグッズの新作を販売

当館３階で扱っている盲導犬チャリティグッ

ズの新作が久しぶりに登場します。盲導犬のイ

ラストをデザインしたＴシャツ 柄は２種類､Ｓ(

･Ｍ･Ｌ､白･紺･ピンク､2,000円)､トートバッグ

(生成1,000円､デニム1,200円)､ノート(200円)

など。当館では３階窓口(総務係)での販売だけ

になりますので、通販ご希望の方は専用サイト

。http://sodaterukai.shop-pro.jp/ をご覧下さい
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900点以上の資料を製作し、全国の視覚障害者等に提供

前年度の事業実績のご報告と、今年度のご協力のお願い

当館の2016年度の事業実績が出ました。前年度も540人に及ぶボランティアの皆さまのご協力に

より、点字・録音・アクセシブルな電子メディアによる図書・雑誌や教科書、各種資料を合計900

点以上製作し、大阪を中心に全国の視覚障害者をはじめ読書が困難な方々に貸出・提供すること

ができました。また対面リーディングや用具・機器の利用支援、パソコンサポートなど、多様な

情報提供サービスも展開することができました。ボランティアの皆さまのご協力に心から感謝申

し上げます。今年度も視覚障害者をはじめ、すべての人が等しく情報を共有できる社会の実現を

目指して “学び、働き、暮らし、楽しむ”ことに役立つ情報を、多様な媒体で製作・提供してい、

きたいと思いますので、いっそうのご支援とご協力をお願いいたします。(館長 竹下 亘)

２０１６年度の主な事業実績

１．点字図書･録音図書･電子書籍の製作

① 蔵書製作

2016年度 2015年度

282tl(873冊) 345tl(1121冊)点字図書

180tl(巻)※ 204tl(巻)※録音図書

136tl(巻) 132tl(巻)録音雑誌

※シネマ･デイジー13tl(前年度15tl)を含む

点字図書、録音図書の製作数が伸び悩んで

います。専門書や図表の多い本が増えており

下調べや校正・編集が大変だと思いますが、

安定的な製作にご協力をお願いします。

② プライベート製作

2016年度 2015年度

63tl 70tl点字図書

64tl 79tl録音図書

35tl 59tlﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀ

個人の依頼に応えるプライベート製作は、

蔵書と共に｢製作｣の柱です。テキストデータ

は担当職員の退職により、年度後半から新規

受付を休止したため減りましたが、近く再開

しますので、改めてご協力をお願いします。

(かっこ内は2015年度)③ 電子書籍、点字教科書

教科書11tl(14tl)､児童書･一般書ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱ

13tl(16tl)､ﾃｷｽﾄﾃﾞｲｼﾞｰ32tl(52tl)ﾃ゙ ｲｼ゙ ｰ他

小中高校12校57点(11校55点)､教科書・

大学5校35点(6校108点)教材点訳

電子書籍と点字による教科書・教材製作は

高い技術と綿密な編集・校正が必要な分野で

すが、ご協力のお陰で視覚障害児童・生徒・

学生の就学を支援をすることができました。

④ 蔵書数

2016年度 2015年度

点字 9,795tl(36,711冊) 9,631tl(37,055冊)

16,968tl(34,291巻) 16,455tl(33,890巻)録音

書庫は既に満杯ですので、古い図書や利用

の少ない図書をデジタル化して除籍し、入れ

替えながら書庫スペースを維持しています。

２．サービスの利用２．サービスの利用２．サービスの利用２．サービスの利用

① 図書貸出の利用登録者数① 図書貸出の利用登録者数① 図書貸出の利用登録者数① 図書貸出の利用登録者数

2015年度2016年度

4,830人 4,746人利用登録

中高年で視覚障害になる方の相談の増加に

伴い、年々、確実に増加しています。

② 図書・雑誌の年間貸出数

2016年度 2015年度

10,942冊 10,759冊点字図書

71,582枚 69,488枚ﾃﾞｲｼﾞｰ

5,452巻 7,415巻テープ

点字の貸出が盛り返しました。録音には、

雑誌の貸出13,484枚･巻も含まれています。

サピエ図書館からの直接利用も増え続けてい

ますが、郵送貸出も並行して増えています。

③対面リーディング利用件数

日ラ情文 626件 776件

利用は全国トップ級ですが、一人で多数回利

用されている方の利用減が合計数に表れました。

④用具・機器サービスの利用件数

相談･利用来室者 5,187人( 5,246人)

パソコンＱ＆Ａ 3,458件( 3,116件)

個人講習 581件( 504件)

ICTサロン 11回･104人(12回109人)

センターのページ
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センターのページ

５階サービスフロアへの来室者は横ばいで

すが、電話等による質問・相談やスマホを含

む電子機器の個人講習は増え続けています。

３．その他の取り組みと成果

この他、前年度は、地域の視覚障害者の相談

支援態勢を強化するため、大阪府内における眼

科医を窓口とした視覚障害者支援ネットワーク

｢大阪あいねっと｣の構築を進めたほか、児童向

け点字雑誌『アミ・ドゥ・ブライユ』の発行、

専門的音訳技術と電子書籍の融合発展を目指す

(ハイミー)の開発といった当館ならではHyMe

の先駆的事業を推進しました。

また、熊本地震発生後、視覚障害被災者支援

のために職員を派遣したほか、視覚障害者の駅

ホーム転落事故を機に｢声かけとサポート｣キャ

ンペーンを展開するなど、情報以外の視覚障害

者支援活動にも力を注ぎました。さらに、新規

ボランティアを掘り起こすため、｢点訳・音訳

体験オープンデー｣を行ったところ126人もの来

場者があり、今年度の点訳・音訳講習会の受講

者を多数集めることができました。

今年度もボランティアの皆さま方と協力して、

視覚障害者の方々のニーズと希望に少しでも応

えられる情報提供と、社会の情報環境の改善に

取り組みますので、よろしくお願いいたします。

メディア製作センター岡村佳子職員から定年のご挨拶

製作部メディア製作センター主任として、国立国会図書館の学術文献録音図書をはじめ厚生労

働省の委託図書、自治体や公共機関等のデイジー録音資料の製作を17年間にわたって担い、統括

してきた岡村佳子職員が３月末で定年を迎えました。４月から管理職は降り、同じ職場の一職員

として毎日勤務していますが、一区切りを迎えた岡村職員から皆さまへのご挨拶を掲載します。

心にあふれるのは｢感謝｣の二文字

岡村 佳子

32年前、北陸・金沢の地で私は音訳ボランテ

ィアの活動を始めました。そして、19年前、夫

の転勤で神戸へ、ボランティア活動の場を日本

ライトハウスに移しました。ちょうどそのころ、

全国のカセットテープをデイジーにする事業が

あり、ライトハウスでのボランティア活動もそ

こそこに、その事業にアルバイトとして雇って

いただき今日に至っています。

最初のころは、いつボランティアに戻ろうか

としょっちゅう考えていましたが、そのうち、

そんなことも忘れてしまうくらい、仕事に追わ

れる毎日になっていきました。

正直、この十数年ずっと、正月を迎えるのが

怖かったです。正月が終われば仕事の締切りの

３月がはっきりと目の前に迫ってくる。進捗は

どうなっているか。段取りに見落としはないか。

そして何より、期限に間に合うのか。頭の中は

いつも、そんなことを思い巡らせていました。

でも、毎年、無事に３月を乗り切ることがで

きました。それは皆さんのおかげです。ボラン

ティアの皆さん、スタッフみんなのおかげです。

小学校の頃、みんなで協力することは大事な

ことだと教わりました。遅ればせながら、私は

40を過ぎて、そのことを実感を伴うこととして

学びました。私の仕事が成り立ったのも、多く

の皆さんが力を貸してくださったからです。

｢正月のお節は手抜きだわ｣と笑いながら年末

ぎりぎりまで録音に来てくださった方、ご家族

の介護や世話で忙しい中から録音や校正の時間

を捻出していただいた方、ご自宅が火事になっ

たとき、｢持ち出したのは録音の原稿だった｣と

さらっと話してくださった方、本当にお世話に

なりました。

｢感謝、感謝、感謝…｣と許される限り永遠に

｢感謝｣の二文字をここに書き並べたい気持ちで

いっぱいです。本当にありがとうございました。

４月からも仕事は続けていきますが、同時に、

ボランティアとしての活動も再開しました。

これからはボランティア仲間としてもよろしく

お願いします。

最後にもう一度、言わせてください。本当に

ありがとうございました。感謝いたします。
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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2017年３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

３月分完成点字図書３月分完成点字図書３月分完成点字図書３月分完成点字図書

17タイトル52冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2017年4月号 3冊

点･校:金曜日グループ

アマゾンと物流大戦争(角井亮一)

3冊 点:浦田登志子

校:G校正 校:平野 健

卯ノ花さんちのおいしい食卓 ２

(瀬王みかる) 3冊 点:木下正義

校:宍戸邦栄 校:平野 健

お経のひみつ(島田裕巳) 3冊

点:鴻農高子 校:河辺幸子

校:岡田允子

片隅の人生(サマセット・モーム)

5冊 点:松下柳子

校:渡辺節子 校:橋詰玲子

産後百人一首(渡辺大地) 1冊

点:野上満智子 校:G校正

校:八木光子

世界一やさしい！栄養素図鑑

(牧野直子) 3冊 点:南 佳奈

校:G校正 校:平野 健

先生、イソギンチャクが腹痛を

起こしています！ (小林朋道)

2冊 点:西岡貴美子

校:G校正 校:宗像真李子

銭湯 (町田忍) 2冊

点:増田芳子 校:G校正

校:橋詰玲子

使う哲学(斉藤孝) 3冊

点:井上ゆり子 校:岡田允子

ティラノサウルス(たかしよいち)

1冊 点:中村道子 中野龍子

校:G校正 校:平野 健

幕末舞妓、なみ香の秘密 (奈波

はるか) 4冊 点:井上重子

校:G校正 校:小林陽子

ヒマラヤのドン・キホーテ

(根深誠) 5冊 点:阿部節子

校:加瀬 孝 校:平野 健

プーチン露大統領とその仲間たち

(塩原俊彦) 3冊 点:都解節子

校:G校正 校:平野 健

文化としての日本のうた

(佐野靖 他) 5冊

点:黒堀比佐子 校:G校正

校:平野 健

ユダヤ５０００年の教え(ラビ・

マービン・トケイヤー) 3冊

点:辻村惇子 校:G校正

校:平野 健

吾輩は犬である(鎌田三夫) 3冊

点:小林陽子 校:G校正

校:岡田允子

        学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材

【KS大学】

AN INTRODUCTION TO DYNAMIC

METEOROLOGY Fourth Edition

1539頁 点:乙訓点訳サークル

浜田史子 福元悦子

【S大学】

Reading Adventures 3 357頁

点:待田敏彦

【S高校】

Mousa 131頁

点:田中伸子 橋本和代

地学基礎 941頁

点:乙訓点訳サークル

浜田史子 福元悦子

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

３月分完成録音図書３月分完成録音図書３月分完成録音図書３月分完成録音図書

15タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

イクメン先生の夢をかなえる

2:40わくわく子育て(太田義昭)

音:山田喜志子 校:白石里佳

土井賀津子 編:辻野玲子

いま誇るべき日本人の精神

(加瀬英明) 6:55

音:三原佳子 校:大西祥子

本村英子 編:若槻敬子

落ちぶれ同心と将軍さま ７

(藤村与一郎) 7:31

音:谷澤耀子 校:岡 香代子

小西君子 編:柳本絹子

関西グルメ王の人生が変わる店

(シャンプーハットてつじ)

4:28 音:白石里佳

校:山田喜志子 辻野玲子

本村英子 編:寺下千秋

源郷のアジア(佐伯敏光) 7:23

音:坪田捷子 校:中澤康子

辻野玲子 編:若槻敬子

高齢者へのアロマセラピー

(所沢いづみ) 8:34

音:横山時子 校:濵名あきよ

中澤康子 本村英子

編:川端正子

ここで負けてしまってごめんな

(岩崎夏海) 5:29

音:二宮真理 校:水谷和子

編:前田元子

ご飯が食べられなくなったら

5:47どうしますか？(花戸貴司)

音:小森佳津子 校:松浦洋子

本村英子 編:川端正子

１８歳からの民主主義

(岩波新書編集部) 8:19

音:阪本由美子 校:岩谷友子

本村英子 編:町田美樹子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

それでも時は止まらない

(松山猛) 6:21

音:橋村惠子 校:小森佳津子

土井賀津子 編:若槻敬子

東京ソウル・バー物語

(高畠保春) 6:25

音:横山時子 校:辻野玲子

金井典子 編:本村英子

図書館｢超｣活用術

(奥野宣之) 5:11

音:嶋川真理子 校:下山とよみ

本村英子 編:辻野玲子

日本人にとって聖なるものとは

何か(上野誠) 8:57

音:鈴木栄子 校:有末 道

多田裕子 久保洋子 本村英子

編:上月直子

ひとりの記憶(橋口譲二) 12:43

音:高室雅子 校:岩井悦子

上田道子 荒木良子

編:八田芙未子

ペロー昔話を読み解く 9:39

(末松氷海子) 音:鈴木栄子

校:有末 道 土井賀津子

伊東晴子 編:古跡眞知子

平成28年度国立国会図書館平成28年度国立国会図書館平成28年度国立国会図書館平成28年度国立国会図書館

学術文献録音図書学術文献録音図書学術文献録音図書学術文献録音図書

点字図書･録音図書全国総合目録

2015年2号

同 2016年1号

国立国会図書館製作学術文献録音

図書目録 2015年

吉田松陰全集 第8巻

吉田松陰全集 第9巻

ナースの内科学

心情の敵対者としての精神 第１巻

心情の敵対者としての精神 第２巻

日本庶民生活史料集成 第４巻

医療殺戮

SNEジャーナルVol.20 No.1

中医鍼灸臨床発揮

邪馬台国は99.9％福岡県にあった

遠近抄

運動生理学

知性誕生

運動療法学

障害別･ケースで学ぶ理学療法

臨床思考

若き日の井上靖研究

岩波講座世界歴史 21

岩波講座世界歴史 22

岩波講座世界歴史 23

岩波講座世界歴史 24

意識の本質について

精神と生命

人間と大地

宇宙生成的エロース

学術文献録音図書作業従事者学術文献録音図書作業従事者学術文献録音図書作業従事者学術文献録音図書作業従事者

青木千代美 荒木良子 有末 道

飯村紀子 石井ふみ代 石原英子

井駒多津子 伊東晴子 岩﨑千佐子

岩谷友子 植田美穂子 遠藤敬子

大桑久美子 岡 香代子 小倉玲子

片岡珠子 桂 公子 金井典子

壁谷岑子 川勝美佐子 川端真知子

河原眞知子 北川温子 木村純子

久保洋子 栗本慶子 上月直子

小西君子 小林幸子 小森佳津子

坂口幸子 阪本美紀 阪本由美子

佐々木ます子 佐山敦子 澤田和代

嶋川真理子 志水節子 下山とよみ

白石里佳 鈴木栄子 高梨智子

髙室雅子 竹田佳代 夛田禮子

谷澤耀子 田主祥子 田宮恭子

辻野玲子 寺下千秋 寺田美枝子

杼村明子 鳥山正彦 中澤康子

長田ひとみ 西 典子 西田芳美

西村郁子 二宮真里 野崎淳子

橋村恵子 橋本順子 橋本万里

濵 欣子 濵名あきよ 浜本裕子

板東由美子 東 佳子 福池恵理子

福島博子 外園朝代 本田睦子

前田元子 前川祐子 町田美樹子

松井喜美代 松浦洋子 松本紀代

三上 菊 水野順子 溝渕久美子

宮 清子 胸永幸子 目連雅子

本村英子 矢切素子 八十嶋敦子

柳本絹子 山口孝代 山田喜志子

山中真理子 山見順子 山本雅子

横山時子 吉田典子 渡辺一枝

渡邊周子

        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

録音図書録音図書録音図書録音図書

心に響く一〇〇の言葉

2:34 音 編:小林加代子･

ネスカフェ ドルチェ グスト

ジェニオ２ 取扱説明書

1:05 音 編:坪田捷子･

マイコン電動ポット 取扱説明書

0:54 音 編:桂 公子･

校:川端真知子

女性のＡＤＨＤ

3:28 音 編:横山時子･

点字図書点字図書点字図書点字図書

And When We Speak(Margo Fuchs

Knill) 1冊

点:待田敏彦 校:池田園子

イタリア語講義用プリント 1冊

点:河村牧子 校:木村寿子

エーデルワイス(楽譜) 1冊

点:田中伸子 校:中村道子

HEATHER ROSE 荒野のバラ (楽譜)

1冊 点:橋本和代 校:田中伸子

子どもの貧困ハンドブック

(松本伊智朗 他) 6冊

点:中村道子 校:G校正

サッちゃん おなかのへるうた

(阪田寛夫) 2冊

点:橋本和代 校:田中伸子

柔道整復学理論編(全国柔道整復

学校協会 他) 12冊

点:G東医 校:G東医

17前期 心理学Ａ 11冊

点:奥村純子 校:池田園子

島谷久美子

心理学プリント(A4 2枚) 2冊

点:奥村純子 校:池田園子

島谷久美子

たくさんのありがとう (大中恩)

1冊 点:橋本和代 校:田中伸子

ハードウェア技術(小林一夫)

12冊 点:山本普実雄 足立幸子

澤田祐子 校:数学グループ

バスのうた ドロップスのうた

おとなマーチ(楽譜点訳) 1冊

点:橋本和代 校:田中伸子
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貧困と保育(秋田喜代美 他) 5冊

点:辻 志津江 校:塚本紀子

夢をかなえてドラえもん・hapiness

(楽譜) 1冊

点:橋本和代 校:中村道子

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

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

2017年4月号発送: 西垣泰子

藤原静江 松永壮兒 山田一弘

『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4月号 2:24

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 志水節子 辻本紀枝

中島美穂 中島 睦 西田芳美

西和田惠子 松浦洋子 山本 香

録音版『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』

2017年2月号 デイジー版 1:48

カセット 全2巻

音・校:郡 薫 倉富重雄

『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2月号 3:54

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 吉川弘美

澤田美那子 夛田禮子 田中英子

土井明美 長田ひとみ 南浦京子

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2月号 4:27

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

金井典子 寺田美枝子 橋本万里

濵 欣子 浜本裕子 本田睦子

山本雅子

2017年4月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:06

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:板波キミ 井川倭文子

並木昌子 宮崎ナオヨ 宮野興子

『お役立ち目録 2017年4月号『お役立ち目録 2017年4月号『お役立ち目録 2017年4月号『お役立ち目録 2017年4月号

～探検』～探検』～探検』～探検』

デイジー版 0:09

音:本田睦子 校:濵 欣子

『鍼灸OSAKA Vol.32 No.3『鍼灸OSAKA Vol.32 No.3『鍼灸OSAKA Vol.32 No.3『鍼灸OSAKA Vol.32 No.3

(2016.Autumn123号) 』(2016.Autumn123号) 』(2016.Autumn123号) 』(2016.Autumn123号) 』

デイジー版 12:12

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 浜本裕子

濵名あきよ 前川祐子 三上 菊

桃井輝子 渡辺一枝

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2017年2月23日号 9:48

石原眞由美 大島幸枝 大森恵子

大塚しづ子 岡﨑節子 奥 幸子

上村裕子 川添美智子 木村瑛子

久下悦子 川端砂代子 小西君子

小池雅子 北山真知子 坂田嘉子

佐藤圭子 佐藤公平 佐藤保子

澤井 稔 沢田玲子 柴田智美

嶋林茂子 関田通子 高田郁恵

武市敦子 竹田光子 塚本和江

坪田捷子 中地淳子 中島 愛

中村京子 西岡千代子 橋村惠子

橋本順子 羽淵雅子 平田惠美子

濵 洋一 平田みどり 兵頭賢一

前田元子 弘津千加子 松浦洋子

森口慶子 真見奈津子 山田啓子

横山栄子 吉田典子 吉永英子

編集 古跡眞知子

2017年3月2日号 9:11

乾 郁子 岡村勝彦 今岡松代

奥田和美 柏木和子 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

西田文子 久富恭子 兵頭つね子

深津綾子 福井和子 福田佳代

編集 中本和代

2017年3月9日号 9:55

井尻府三重 大島幸枝 大橋恵子

岡﨑節子 加藤和夫 上村裕子

姜 貞眞 坂口幸子 阪本由美子

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 武市敦子

永井憲子 橋村惠子 橋本順子

濵 洋一 林 由子 兵頭賢一

増田典子 向髙寿子

八十嶋敦子 山本晴代

編集 小森由紀子

2017年3月16日号 9:58

天江美佐子 池田和子 太田貴子

大山節子 越智真弓子 帰村千恵

北村優美子 髙久俊子 竹田佳代

詫摩多美子 中本和代 西村道子

西本美加子 直場徳宥 橋本明子

西山トシ子 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

編集 中本和代

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3月号 4:44

音・校・編:情報文化センター

石井那智子 遠藤敬子 片岡珠子

桂 公子 金井典子 川端真知子

北川温子 木村純子 小林幸子

坂口幸子 阪本由美子 佐山敦子

佐々木マス子 夛田禮子 寺下千秋

嶋川真理子 西田芳美 西村郁子

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

松浦洋子 三上 菊 目連雅子

山見順子 横山時子
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        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

少年探偵８ 怪奇四十面相

ﾃｷｽﾄ化:山本和代 山田理子

画像:足立佐紀子

DAISY編集:森 美恵子

音(TTS):足立佐紀子

少年探偵９ 宇宙怪人

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子 中川幸子

画像:足立佐紀子

DAISY編集:酒井佐代子

音(TTS):足立佐紀子

◆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3月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

 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 岩井和美 木原富子

佐藤久子 千徳節子 西村佐世子

新田 優 森田敏子

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 片岡忠克 木畑紀子

帰村千恵 木村謹治 小寺高子

小林弘子 清水美枝子 当房公子

武部はつ子 野間絹子 逸見恵子

宮嶋昌代 森本益子 渡邊洋子

リノズ･マハルジャン若槻敬子

［茨木市バラの会］

菅野淑子 堂 晴美

◆ 3月の貸出実績◆ 3月の貸出実績◆ 3月の貸出実績◆ 3月の貸出実績

点字 183tl ＦＤ 0tl

デイジー3847tl テープ 24tl

★３月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

髪は増える！(山田佳弘)

関西オモロイ人伝説(「関西

オモロイ人伝説」発刊委員会)

独裁国家に行ってきた

(MASAKI)

迷いは悟りの第一歩

(ネルケ無方)

【録音図書】

雪の殿様(鷹井伶)

捕獲屋カメレオンの事件簿

(滝田務雄)

親ゆびを刺激すると脳がたち

まち若返りだす！

(長谷川嘉哉)

体の使い方を変えればこんな

に疲れない！ (岡田慎一郎)

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 兄井寿美子 池本滋子

一色和子 伊東晴子 稲葉猛雄

岩見博司 後 恵子 大坂陽子

大島幸子 大村登子 大森恵子

岡崎節子 岡崎宏美 置塩啓子

片山紀子 河上千鶴 古賀和子

小林節子 小林万智子 小山妙美

佐藤保子 澤井 稔 首藤博子

角野和子 田伏惠子 谷崎節子

中本由美 奈良典子 西川真知子

西川律子 西田由美 直場徳宥

畠田幹子 平田みどり 福島悦子

藤澤元子 藤田佳子 弘津千加子

福田嘉寿憲 福地京子 麓 孜子

二子石知恵 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 向井民子祥

望月 明 森田幸子 森田 陞

山内一子 山崎 彰 山下喜美

米田るみ子

３月 利用者11人･61件

ボランティア57人

        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)

【３月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

北山さくら 親切会関西支部

全国PHP友の会PHP思いやり運動

福山恭子 松本美津子

山見順子 湯川欣晃 匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)

－－－－－－－－－－－－－－

◎ボランティア友の会世話人会

報告

3月30日(木)10:00～11:45

出席者:山本 神谷 那須 森

高階 橋本 雪岡 小倉

(館から竹下 林田 松井)

<館からの報告>

・新規ボランティア募集のため

の点訳・音訳体験会を開催

<協議事項>

・ボランティア交流会･総会反省

・新年度世話人会・行事日程の確認

・ガイド体験会検討

<次回> 5月11日(木)10:00～



今年度の点訳・音訳講習会がスタート

今年度の点訳・音訳ボランティア養成講

習会が開講しました。まず点訳講習会が４

月８日(土)、受講者19人でスタート。続い

て４月18日(火)と19日(水)、音訳講習会①

が２クラス合計35人、音訳講習会②が２ク

ラス合計32人で開講。音訳講習会③は５月

９日(火)から受講者15人で始まります。点

訳・音訳体験オープンデーを開いたり、広

報に力を入れたことが功を奏したようで、

受講者は定員を超えました、ぜひ多くの方

が修了し、活躍されることを願っています。

目のコーナー｣が大盛況目のコーナー｣が大盛況目のコーナー｣が大盛況目のコーナー｣が大盛況バリアフリー展｢

４月20～22日､インテックス大阪で開か

れた西日本最大規模の福祉機器展｢バリア

フリー2017｣で、当館は今年も｢目の見えな

い方･見えにくい方の展示コーナー｣を主催。

14社が出展し、デイジー再生機や音声腕時

計など新製品も登場しました。今年はコー

ナーの場所が会場入口正面になった上に、

理化学研究所の仲泊聡医師の講演｢iPS細胞

による網膜再生とロービジョンケア｣が人

気を呼び、かつてない程多くの当事者の方

が来場。当館が行った一般来場者へのロー

ビジョン体験も大いに賑わました。

チャリティコンサートのご協力に感謝

４月23日(日)、ザ･シンフォニーホール

で開催した当法人のチャリティコンサート

には大勢のボランティアや支援者、利用者

の皆さまにご来場とアミティチケットのご

購入をいただき、真にありがとうございま

した。お陰様で当日来場されたお客様から

は満足のお声を多数頂くことができました。

専門点訳・音訳講習会の申込受付中

毎日新聞大阪社会事業団と当館共催の

第30回専門点訳講習会｢教科書･教材点訳

コース｣(７月14日開講)と専門音訳講習会

｢視覚的資料音訳コース｣(６月７日開講)の

申込を受付中です(締切は点訳６月30日、

音訳が５月16日)。それぞれ点字製作係と

録音製作係にお申し込みください。

当館竹下亘館長が全視情協理事長に就任

特定非営利活動法人・全国視覚障害者情

報提供施設協会(全視情協)の役員改選が行

われ、竹下館長が理事長に選任されました。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【４月】

８日 点訳ボランティア養成講習会開講

オープンデー(館内見学日、４人)

14日 日本ライトハウス新任職員研修

18日･19日 音訳Ｖ養成研修会①、②開講

20日 バリアフリー展(～22日､ｲﾝﾃｯｸｽ大阪)

23日 チャリティコンサート(ｻﾞｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ)

26日 見学:愛媛県立松山盲学校

見学:パキスタン･ライトハウス

予 定予 定予 定予 定

【５月】

９日 音訳Ｖ養成研修会③開講

13日 オープンデー(館内見学日､要予約)

26日 法人評議員会･理事会(当館)

４月22日より大阪駅６番のりばに編 集編 集編 集編 集

初のホームドアが稼働しました。後 記後 記後 記後 記

安全に乗車できるので嬉しいことですが、

設置には費用と時間が掛かります。ハード

面が追いつかない分、声かけなどソフト面

からのサポートの輪を広げていきたいです。

ちなみに、ＪＲの友人に聞いたところ、

在来線では非常ブレーキを掛けてから

600m以内に停止できるように最高速度が定

められているそうです。もし事故に遭遇さ

れたら、まずは｢非常停止ボタン｣で電車を

止めることを覚えておいて下さい。(茂)
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