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掲 示 板

専門音訳｢英語｣｢東洋医学｣コースを受付中

当館と毎日新聞大阪社会事業団共催の第31回

専門音訳講習会｢英語コース｣と｢東洋医学コー

ス｣の受講を受付中です。奮ってお申込下さい。

◆専門音訳講習会｢英語コース｣

内容 日本語に含まれる外国語や英語資料・

会話文の“読み”を学びます

日時 ５月11日～６月29日(５月25日を除く)･

毎週金曜日13時30分～15時30分。全７回。

講師 当館音訳・英語チーム

締切 ５月７日(月)

◆専門音訳講習会｢東洋医学コース｣

内容 東洋医学とは、特殊な用語の読み方､

中国古典のタイトル、五臓色体表ほか

日時 ６月15日～７月27日・毎週金曜日13時

30分～15時30分。全７回。

講師 片山一夫氏、当館音訳・東洋医学チーム

締切 ５月21日(月)・先着順

●共通事項

資格 音訳活動中で活動歴概ね３年以上の方

定員 15人 受講料 1,000円

申込は録音製作係（電話06-6441-1017)へ要

項を請求の上、お申込みください。

ガイド体験会～サポートの基本の｢き｣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。今回は｢見えない・見えに

くい人へのサポートの基本の『き』｣と題して、

｢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身に

つけていただきます。当館でボランティアを

されている方は、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29日(火)12時30分～15時30分

場所 当館４階会議室、当館周辺(実習)

申込 ３階総務係(電話06-6441-0015）

申込締切 ５月23日(水) ※先着20人で締切

チャリティコンサートチケット販売開始

今年度の日本ライトハウス盲導犬チャリティ

コンサート(６月17日日曜日、ザ･シンフォニー

ホール)のチケットを３階総務係で発売します。

５月３日(木)､４日５月の休館日は暦通り

(金)､５日(土)は祝日のため全館休館します。

◆｢掲示板｣は２頁へ続きます。ぜひご覧下さい。
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拡大掲示板

木塚泰弘前理事長の追悼式を開催

き づ かやすひろ

当法人では今年２月、心不全のため82歳で逝

去された木塚泰弘前理事長の追悼式を５月12日

(土)13時～15時、玉水記念館で開催します。当

法人の関係者だけでなく、木塚氏と生前親交の

あった皆様にご参加いただき、共に思い出を語

り、お人柄を偲び、その貴重な遺産を分かち合

いたいと思います。当日はどなたでもご自由に、

お申込なしでご参加ください。ご香典・ご供花

は固く辞退します。また平服でご参加ください。

お問い合わせは当館総務係の竹下までどうぞ。

盲導犬チャリティＴシャツの新柄を発売

盲導犬のワンポイント(茶と紺)と胸に子犬

のシルエットとロゴ(水色と黄)の２種類が入荷。

サイズはS･M･L。2,000円。当館３階へどうぞ。

当館のホームページに｢カレンダー｣を新設

講習会や振替休暇に伴う各係の休室もお知らせ講習会や振替休暇に伴う各係の休室もお知らせ講習会や振替休暇に伴う各係の休室もお知らせ講習会や振替休暇に伴う各係の休室もお知らせ

この度、情報文化センターのホームページを

リニューアル。主な行事や休館情報などをお知

らせできるように、｢カレンダー｣の機能を加え

ました。毎年恒例のチャリティコンサートや日

本ライトハウス展などの主な行事をはじめ、毎

月のオープンデー、夏期・年末年始の休館の日

程などをお知らせしていきます。

ホームページのアドレスは、

http://www.lighthouse.or.jp/iccb/

日ラ情文 で検索しても、出てきます。

｢カレンダー｣はトップページ画面の右横・下

の方に表示されています。

これからもボランティア活動やイベント情報

などを随時更新していきますので、ぜひチェッ

クしてみてください。

新人職員のご紹介～個性豊かな８人が勢揃い

前号でご紹介した通り、今年度、当館に８人の新人職員が加わりました。個性豊かな顔ぶれで、

今後が楽しみです。自己紹介に代えて、①今後の抱負、②趣味、③｢私の好きな○○は○○です｣

か｢行ってみたい場所｣を書いてもらいました。これからどうぞよろしくお願いいたします。

(製作部点字製作係)＝①今まで大川靖子

点訳したことのない、楽譜・数学・英語などに

も取り組んでみたい。 ②点字・読書(絵本

も！)・書くこと・カメラ・鉄道グッズ集め

などなど。③好きなことは、お布団を干したり

シーツを洗ったりすること！ふかふかのお布団

で寝るのが好きだから。でも残念ながら、私は

｢えんどう豆の上のおひめさま｣ではありません。

(メディア製作センター電子書籍太田和美

ユニット)＝①音訳ボランティアをしたかった

ので、ライトハウスで働くことができて、嬉し

いです。 ②読書・太極拳・お寺巡り(仏像が

大好きです) ③好きな食べ物は、オムライス

とシュークリームです。

(メディア製作センターデイジー岡田直美

ユニット)＝①皆さんのお役に立てるような録

音図書を作成出来れば嬉しいです。 ②ランチ

めぐり、ゲーム ③モルディブ。最近行けてな

いのですが、南の島の綺麗な海でダイビングや

シュノーケリングをして熱帯魚やサンゴを見る

のが好きです。またいつかモルディブへ行って

ジンベイと一緒に泳ぎたいです。

(メディア製作センターデイジー久住拓子

ひさずみひ ろ こ

ユニット)＝①書店業界で約20年働いてきまし

た。今までとは違った方法で本を提供できるこ

とに胸を躍らせています！ ②スキー(長さ99cm

のスキーボード) ③山から山へと渡るツアー

スキーに憧れています。志賀高原に行きたいの

ですが、そのためには今より長さのある板を操

作できないといけないので、来季から120cm～

。140cm位のスキーに挑戦したいと思っています

(製作部音声解説係)＝①今まで映馬場玲衣

画を楽しむことを諦めていた方にも音声解説を

利用して映画を楽しんでいただけるように働き

かけていきたいです。 ②歌謡曲鑑賞 ③好き

なスポーツは、フットサルです。コートが狭い

センターのページ



- 3 -

ので、プレーの展開が早く、瞬発的な動きが求

められます。なので、私のようにボールを扱う

能力が低い選手でも動き方次第でチームに貢献

できるところが魅力です。

(サービス部図書・情報係)＝①福伊藤信乃

し の

祉系の専門学校に勤務していたことから、何ら

かの理由で本を読むことを諦める方々に、本と

のつながりを提供することに興味をもつように

なり、お手伝いができればと思い、こちらに来

させていただきました。 ②絵本探し ③フィ

ンランド。ムーミン谷に行ってみたいのと、運

がよければオーロラを見てみたいです。

(サービス部図書・情報係)＝①公伊藤淳子

共図書館で働いていました。本を届ける仕事が

できるのはとてもうれしいです。 ②ＮＨＫラ

ジオ英語講座 ③好きな古典芸能は狂言です。

朗々と響く声、意味がわからなくても笑えてし

まうセリフ回し。茂山逸平さんが特に好き。

左から大川靖子、太田和美、岡田直美、久住拓子

馬場玲衣、伊藤信乃、伊藤淳子、山口浩

(サービス部機器・用具係)＝①私山口 浩

の持っている能力で色々な方の役に立ちたいと

思っております。一日も早く皆様のお力になり

たいと思っております。 ②興味のある事の

勉強、興味のある物を買う事、食べ歩き、好き

な場所をぶらぶらする事、家事全般、国内旅行

③好きな国は台湾。高雄や台北に行きたいです。

｢チャレンジド・ヨガ｣～関西圏でもスタート！

年明け１月８日に神戸アイセンターで開講された｢チャレンジド・ヨガ～視覚障害者のための

、ヨガ(第２回椅子クラス)｣に奥野職員と参加してきました。チャレンジド・ヨガは、2013年８月

埼玉県所沢市から始まり、関東・北海道・東北地区と拡がり、2017年12月には神戸の２カ所で定

期クラスがスタート。現在、全国12カ所で定期クラスが開かれています。(総務係 松井友美恵)

。チャレンジド・ヨガには４つの特徴チャレンジド・ヨガには４つの特徴チャレンジド・ヨガには４つの特徴チャレンジド・ヨガには４つの特徴があります

１．｢ゆっくり、安全に、そして楽しく｣をモ

ットーに、動作を段階的に練習しながらポーズ

を理解していきます。

(複数のサポーターが動作をフォローします)

２．声が聞こえやすいように音楽は使いません。

３．見やすいように色のコントラストのはっ

きりしたヨガマットとウエアを使用します。

４．障がい者向けのポーズではなく、一般的

な世界共通のポーズを習います。

当日は、兵庫・大阪・奈良・滋賀から33人(当

事者25人、ガイド８人)が、神戸アイセンターの

ビジョンパークに集まりました。数十席の椅子

が並べてあり、各自席に着いたら、座席下の床

に名前シールを貼ります。受付とフロア奥に２

種類のアロマが焚かれ、ヨガ としてよくBGM

使われるヒーリング系音楽が流れています。

音楽が止められて、いよいよクラス開始。

インストラクターから最初に説明があります。

｢私の声が聞こえやすいように体の方向を変えて

、もらっても構いません。今日着ているウェアは

上は黄色、下は薄紫です。言葉で分かりづらい

ポーズの時は、鈴がついたオレンジ色のリボン

たすきをかけているサポーターさんが傍に行っ

て、お名前を呼んでから説明します。｣

座位の基本姿勢・呼吸方法からポーズの取り

方まで難しい言葉は使わず、ポーズを分解し、

順に動作が指示され、姿勢を調整する説明もあ

り、皆さんいつの間にか完成ポーズへ導かれて

いきます。この日習ったポーズは、前屈、ロー

、ルアップ、胸を開く、三角、賢者のねじり、舟

。英雄の２番、そして最後のポーズへと移ります

センターのページ
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｢では手を太ももに置いて椅子からゆっくり立ち

上がりましょう。サポーターさんとガイドさんが

椅子を移動します。｣椅子がよけられている間、皆

さん、口々に｢汗かきましたね。｣

｢では皆さん、最後は立木のポーズをしましょう。

さっ、手を繋ぎましょう。右膝を曲げて前にそし

てゆっくり外側に、右足先を左足のくるぶしに引

っ掛けます。バランスです。フラフラしたらお互

いの手をぎゅっと握り、支え合いましょう。落ち

着いたら、その手を握りながら上にバンザイ。そ

こで10秒数えます。１、２、３…10！ハイ、ＯＫ

です！足を下ろして手を放してください。｣放され

た手は自然に大きな拍手へ、達成感の笑顔でクラ

スは終了しました 【写真右上】。

奥野職員の感想 ｢インストラクターの的確な説

。明に従い、しっかり体を伸ばすことができました

椅子に座ってできるヨガを初めて体験し、普段意

識しないところを伸ばしたり動かしたりすること

で、体と対話することができたように思います。｣

初めての方、立っていることや体を動かすこと

が不安な方も、背もたれのある椅子に座って体を

預けられるので安心して参加できます。受講対象

は当事者とガイドです。自分の身体の可動域を

少しずつ広げ、日常動作をスムーズに楽にする

一助にヨガは有効だと思います。

詳細は、チャレンジド・ヨガ 公式ホームページ

( で。http://challengedyoga.com/)

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2018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

21タイトル65冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

悪夢障害(西多昌規) 2冊

点:安井良恵

校:G校正 平野 健

アリ！なんであんたはそうなのか

(尾崎まみこ) 3冊

点:田中真理子

校:G校正 平野 健

医師と行く諦めていた夢が叶う旅

(坂本泰樹) 3冊

点:永薮直子

校:安井良恵 平野 健

一生、美しく。(芳村真理) 2冊

点:中西智子

校:浦田登志子 宗像真李子

辻野純代

医療者が語る答えなき世界

(磯野真穂) 3冊

点:野上満智子

校:G校正 橋詰玲子

おにぎりと日本人(増淵敏之)

2冊 点:丸山順介

校:G校正 辻野純代

おはなしドリル危険生物のおは

なし低学年 1冊

点:増田芳子

校:G校正 平野 健

緊張をとる(伊藤丈恭) 6冊

点:中川春美

校:清水浩子 川崎安恵

山下慧子 平野 健

薬に頼らず血圧を下げる方法

(加藤雅俊) 2冊

点:本条祐子

校:G校正 丸山順介

クルド人 国なき民族の年代記

(福島利之) 4冊

点:高橋奈緒己

校:G校正 宗像真李子

猿神のロスト シティ

(  プレストン) 6冊

点:井上ゆり子 校:平野 健

JRニュース2018年4月号 3冊

点 校:金曜日グループ

シン ゴジラ(庵野秀明脚本 編集

 総監督他) 3冊

点:高橋奈緒己

校:G校正 辻野純代

人生100年時代シニアの賢い

生き方(治田秀夫) 2冊

点:西尾純子

校:加尾美千子 梶原由美子

宗像真李子 橋詰玲子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

新編越後三面山人(やまんど)記

(田口洋美) 5冊

点:阿部節子

校:林 美緒 加瀬 孝 橋詰玲子

戦国合戦通説を覆す

(工藤健策) 4冊

点:平林隆雄

校:G校正 平野 健

その雪と血を(Ｊ ネスボ) 3冊

点:岩田幸代

校:大西裕子 宗像真李子

美髪のルール(寺村優太) 2冊

点:石川亜紀

校:河村牧子 橋詰玲子

不機嫌な長男 長女無責任な末っ子

たち(五百田達成) 2冊

点:工藤京子

校:G校正 篠原苑子

よくわかるギャンブル障害

(蒲生裕司) 3冊

点:浦田登志子

校:G校正 橋詰玲子

料理でわかるヨーロッパ各国気質

(片野優 他) 4冊

点:長田啓子

校:G校正 宗像真李子

        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

18タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

ある日うっかりＰＴＡ

(杉江松恋) 5:22

音:橋村惠子

校:佐藤圭子 辻野玲子

編:羽淵雅子

歌で楽しむ鉄道昔と今

(松尾定行) 8:45

音:宮 清子

校:那須由美子 金井典子

伊東晴子

編:辻野玲子

大阪ストレイドッグス

(長原成樹) 7:04

音:植田美穂子

校:有末 道 佐藤圭子

本村英子 編:若槻敬子

仮想通貨とフィンテック

(苫米地英人) 3:56

音:鈴木惠子

校:酒居よし枝 町田美樹子

編:吉川順子

かわいいけどちょっとこわい

アスペルガーのおとこのこ

(玉置祐子) 4:38

音:藤岡郁子

校:金井典子 濵 欣子

編:本村英子

ケンジントン公園のピーター 

パン(バリー) 4:50

音:脇本登志子

校:松浦洋子 西田芳美

編:山崎千代子

国立がんセンターでなぜガンは

治らない？(前田洋平) 5:10

音:東 佳子

校:飯村紀子 酒居よし枝

松井喜美代 編:八田芙未子

桜木双葉の世界

(春日みかげ) 11:13

音:寺下千秋

校:羽田直美 本村英子

編:辻野玲子

宝塚歌劇 柚希礼音論

(松島奈巳) 5:19

音:神野千晴

校:藤森容子 米谷治子

本村英子 編:植田美穂子

認知症の人がズボラに食習慣を変

えただけでみるみる回復する！

(板倉弘重) 5:12

音:山田喜志子

校:白石里佳 西村郁子

八田芙未子 編:岸田素子

ネパールの生活と文化

(後恵子) 2:08

音:岸田素子

校:大西祥子 川端正子

編:本村英子

脳科学的に正しい恋愛脳の作り方

(黒川伊保子) 3:08

音:鬼頭順子

校:大西祥子 辻野玲子

編:岩谷友子

呑み鉄、ひとり旅

(芦原伸) 10:01

音:遠藤敬子

校:山見順子 山本雅子

中澤康子 金井典子

編:川端正子

ボブ ディラン

マイ バック ページズ 11:10

音:前田元子

校:西田芳美 川端真知子

編:山崎千代子

招き猫神社のテンテコ舞いな

日々２(有間カオル) 6:00

音:辻野玲子

校:上田道子 八田芙未子

編:若槻敬子

ムダづかい女子が幸せになる３８

のルール(八ツ井慶子) 4:39

音:渡瀬尚子

校:夛田禮子 本村英子

編:下山とよみ

メリハリ寝かせ玄米生活

(荻野芳隆) 3:40

音:橋本順子

校:松井喜美代 久保洋子

辻野玲子 編:古跡眞知子

夜は短し歩けよ乙女 銀幕編

(森見登美彦) 0:26

音:嶋川真理子

校:上田道子 金井典子

編:寺下千秋

        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

森の賢者とブルースバンド

(黒木昭征) 5:47

音:岩崎千佐子

校:渡辺一枝

編:岩崎千佐子
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点字図書点字図書点字図書点字図書

カウンセリングVol.46-1

No.124 2冊

点:森田恵津子 校:G校正

「金平糖」第123回 短歌サロン

1冊 点:待田敏彦

校:若林安也子

ナンプレ太郎2018年２月号 1冊

点:古林敬子 校:塚本壽子

遥かなるルネサンス 3冊

点:足立幸子 校:G校正

        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』

2018年4月発送:木下正義

西垣泰子 藤原静江 山田一弘

2018年4月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:07

校:下山とよみ音: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

4月号4月号4月号4月号『お役立ち目録 2018年『お役立ち目録 2018年『お役立ち目録 2018年『お役立ち目録 2018年

～手塚治虫』～手塚治虫』～手塚治虫』～手塚治虫』

デイジー版 0:12

音:寺下千秋 校:下山とよみ

『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2018年4月号 2:30

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

脇本登志子

『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』

2月号 4:14デイジー版 2018年

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 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』

2018年2月号 4:12デイジー版

音 校 編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大屋敦子 木村純子 久保洋子

濵 欣子 濵名あきよ 本村英子

『鍼灸OSAKA Vol.33 No.3『鍼灸OSAKA Vol.33 No.3『鍼灸OSAKA Vol.33 No.3『鍼灸OSAKA Vol.33 No.3

(2017.Autunm127号) 』(2017.Autunm127号) 』(2017.Autunm127号) 』(2017.Autunm127号) 』

デイジー版 13:21

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 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

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2018年3月1日号 9:17◆

乾 郁子 岡村勝彦 奥田和美

加藤紀美子 河原眞知子 木村加代

黒河典子 正田潤子 中村千賀子

中村直美 中本和代 西田文子

野村美穂子 久富恭子 兵頭つね子

深津綾子 福田佳代

編:中本和代

2018年3月8日号 10:02◆

上原多美子 大島幸枝 大橋恵子

長村明子 上村裕子 姜 貞眞

阪本由美子 坂本雪枝 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 島 美緒

鈴木恵子 武市敦子 寺下千秋

永井憲子 橋村惠子 林 由子

兵頭賢一 弘津千加子 増田典子

向髙寿子 八十嶋敦子 山本スズ子

山本晴代 横山栄子

編:小森由紀子

2018年3月15日 花見月増大号◆

11:12

天江美佐子 荒木節子 池田和子

岩谷友子 太田貴子 越智真弓子

北村優美子 帰村千恵 髙久俊子

詫摩多美子 中本和代 中村洋子

長濱純代 成田由起 西村道子

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:中本和代

2018年3月22日号 9:42◆

飯島令子 大島幸枝 大塚しづ子

岡﨑節子 上村裕子 川添美智子

川端砂代子 久下悦子 小池雅子

坂本雪枝 佐藤圭子 佐藤公平

佐藤保子 澤井 稔 澤田由紀

沢田玲子 地福延代 嶋林茂子

関田通子 武市敦子 玉置明美

地上博子 塚本和江 坪田捷子

中地淳子 中村京子 西岡千代子

橋村惠子 橋本順子 羽淵雅子

濵 欣子 兵頭賢一 平田惠美子

弘津千加子 藤山美千代 前田元子

松澤綾子 森口慶子 山田啓子

古跡眞知子編:

2018年3月29日号 9:46◆

有川美津子 岩田真智子 大里いずみ

大塚しづ子 大森恵子 岡村勝彦

小倉玲子 川添美智子 川端砂代子

川辺洋子 姜 貞眞 北山真知子

久下悦子 小池雅子 坂口幸子

坂田嘉子 阪本由美子 澤井 稔

沢田玲子 嶋林茂子 嶋津美香

関田通子 詫摩多美子 武市敦子

田宮加代 坪田捷子 寺下千秋

中嶋雅美 中地淳子 羽淵雅子

濵 洋一 平田惠美子 前田元子

松井喜美代 松浦洋子 八十嶋敦子

横山栄子 吉永英子 和田啓子

古跡眞知子編:

◆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
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『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』

2018年3月号 4:40デイジー版

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

北川温子 木村純子 小林幸子

小森佳津子 坂口幸子 阪本由美子

嶋川真理子佐々木マス子 佐山敦子

下山とよみ 竹田佳代 夛田禮子

寺下千秋 寺田美枝子 西田芳美

西村郁子 二宮真理 橋本万里

浜本裕子 福島博子 前田元子

三上 菊 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｡

◆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

◆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

合理的配慮義務の横断的検討

中川幸子

伝統鍼灸第44巻第2号(通巻90号）

中川幸子

     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

「ゴールデンスランバー」

ナレーション:中嶋真弓

台本製作 編集:

中嶋真弓 古澤満寿枝

校正:那須由美子

館内お手伝い  館内お手伝い  館内お手伝い  館内お手伝い      

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 海上映一

小椋美智子 片岡忠克 木畑紀子

帰村千恵 木村謹治 小寺高子

小林弘子 武部はつ子 塚本紀子

当房公子 野間絹子 橋本まゆみ

逸見恵子 宮嶋昌代 宮野興子

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

◆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 189tl DAISY 3255tl

テープ 50tl

★３月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

サハラ砂漠 塩の道をゆく

(片平孝）

ナイジェリア駐在の思い出

(今井和彦)

日本の剣豪 決定版(中嶋繁雄）

最速123キロ、僕は40歳でプロ

野球選手に挑戦した

(そうすけ)

【録音図書】

私の取扱説明書(鎌倉典子)

断裁処分(藤脇邦夫)

１億円貯まったので、会社を

辞めました。(坂口一真)

ごはんをまいにち食べて健康

になる(大森正司)

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 西村佐世子

木原富子 佐藤久子 千徳節子

新田 優

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

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 兄井寿美子

池本滋子 犬塚敬彦 岩見博司

上ノ山禎子 内山扶美代 江口不二子

大坂陽子 大島幸子 大西順子

大村登子 荻野珠紀 奥井秀子

奥西規代子 片山紀子 桂 公子

河上千鶴 小池雅子 古賀和子

小杉洋子 小山妙美 佐藤保子

澤井 稔 柴田智美 島 美緒

首藤博子 神保克子 角野和子

高橋美代子 髙橋由紀江 田那辺優子

谷崎節子 乕松益美 中本由美

西川真知子 直場徳宥 畠田幹子

林 久利 弘津千加子 福島悦子

福地京子 藤田佳子 古木昭子

細井昌子 細見芳江 本荘一子

前田芳野 増山多惠子 待田敏彦

松田洋子 松原和子 眞野祥子

南 礼子 向井民子 望月 明

森田幸子 森田 陞 八十嶋敦子

山内紀代子 山崎 彰 山下喜美

米田るみ子

４月 利用者13人 68件

ボランティア64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

        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)

【4月実績】

例会:石川昌弘 伊藤 勇

阪本美代子

HP更新:中条正信

週報:高田佳直

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

親切会関西支部

全国PHP友の会PHP思いやり運動

宮井喜美子 湯川欣晃 匿名2件

(敬称略をご容赦下さい)



音訳ボランティア講習会(３)で15人修了

３月に終了した音訳ボランティア養成講

習会(３)で15人の方々が修了され、４月か

ら音訳・録音活動を始められました。足か

け２年から３年にわたる研修を乗り越えら

れての修了で、嬉しい限りです。なお今回

の音訳講習会(３)から修了証書をお渡しす

ることになりました。昨年以前に講習を修

了された方も、希望者には修了証を差し上

げますので、遠慮なくお申し出ください。

15 50修了者 人は以下の通り(敬称略､

音順)。岩田真智子､岡﨑節子､川端砂代子､

川辺洋子､北山真知子､佐藤保子､鹿津直美､

立上敦子､寺田典子､畑豊弥､兵頭賢一､平田

惠美子､平田みどり､弘津千加子､横山栄子

ダスキン研修生の大阪研修が無事修了

ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー

第 期生、フィジーのクリッシュさんと19

ネパールのラクシミさんの当館での研修が

３月末に修了。前号に掲載したボランティ

アのご協力の下、３週間に亘りアクセシビ

リティ全般を学

び、スポーツも

楽しみました。

二人は６月中旬

まで各地で研修

を行います。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【４月】

14日 オープンデー(館内見学日､２人)

17日 音訳Ｖ養成講習会(1)(2)火曜日開講

18日 音訳Ｖ養成講習会(1)(2)水曜日開講

19日 バリアフリー展(～21日ｲﾝﾃｯｸｽ大阪)

28日 わろう座 落語会

予 定予 定予 定予 定

【５月】

９日 音訳Ｖ養成講習会(3)開講

10日 ボランティア友の会世話人会

点訳 Ｖ養成講習会(前期)開講

11日 専門音訳｢英語コース｣開講

12日 木塚前理事長追悼式(玉水記念館)

視覚障害者 サポート講習会開講ICT

19日 オープンデー(館内見学日､要予約)

29日 ガイド体験会(友の会世話人会主催)

31日 わろう座映画体験会

少し前のマイブームは、わかめご編 集編 集編 集編 集

はんでした。ごはんを炊くときに後 期後 期後 期後 期

乾燥わかめを入れてただ炊くだけの簡単な

ものですが、わかめが大好きな私はひとり

で盛り上がっていました。最近のマイブー

ムは、大根おろし納豆です。大根おろしを

混ぜると糸ひきが緩和されます。納豆に何

を混ぜるか･･･、小学校高学年の時、しば

らく暮らした茨城県水戸では切り干し大根

納豆が一般的だそうです。最近は健康志向

で納豆が夕方のスーパーの棚からなくなっ

ていることがあります。関西でも納豆がな

じんできています （一）。
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