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掲 示 板

カンヌ映画祭入賞の河瀨監督を迎え映画会

～受賞作｢光｣は全国の映画館で上映中

５月末、カンヌ国際映画祭で、最新作｢光｣が

エキュメニカル賞を受賞した河瀨監督が来場す

る第８回中央区バリアフリー上映会～映画｢あ

ん｣＆河瀨直美監督トークショーが６月24日

(土)13時から大阪市中央区のホテルヴィアーレ

大阪で開催されます。入場無料。会場は地下鉄

本町駅か堺筋本町駅から徒歩５分。河瀬監督を

迎えて、同監督の2015年のヒット作を音声解説

・日本語字幕付きで上映し、ホットなお話を伺

います。ご予約は６月８日(木)から総務係まで。

また、映画｢光｣は５月末から全国の主要映画

館で公開中。新人女優扮するバリアフリー映画

の音声解説製作者と、永瀬正敏扮する視力を失

いゆくカメラマンが織りなす人間模様を描いた

作品です。昨年秋の撮影時には、当館が協力し、

当館の利用者が多数エキストラ出演しました。

キャスト(４頁参照)対応になっていますのでUD

音声解説付きでご覧いただけます。今回の受賞

を機に、さらに多くの皆さんに、視覚障害のこ

とや音声解説に関心と理解を持っていただけれ

ば嬉しく思います。是非、劇場でご覧ください｡

｢視覚障害関係資料｣をご利用ください

当館３階の書架には、ボランティア友の会の

ご寄附を元に購入した｢ボランティア友の会文

庫｣を含め、視覚障害者自身の著書や視覚障害

関係の専門書、各種マニュアルなど1,000冊余

りの活字書籍を所蔵。以下の要領で閲覧・貸出

をしています。ぜひお気軽にご利用ください。

利用時間 火～土曜日の10時から17時

貸出対象 当館の登録ボランティアと職員、

その他の方は館内での閲覧のみ

貸出冊数 お一人１回３冊まで

貸出期間 原則として貸出日から２週間

貸出方法 ３階総務係で閲覧を申し込み、

｢貸出カード｣に氏名等のご記入をお願いします。

お問い合わせは、当館総務係までどうぞ。

京阪｢渡辺橋駅｣を結ぶ地下通路が開通

当館北側の中之島に建設中だった高層ビル

｢フェスティバルタワーウェスト｣がオープンし、

合わせて改修のため閉鎖中だった地下鉄｢肥後

橋駅｣４番出口も開通しました。これにより当

館真下の肥後橋駅と京阪中之島線｢渡辺橋駅｣間

を地下通路で行き来できるようになりました。
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2017年度の事業目標と、職員配置のご紹介

Ｖ活動の推進と、点字･録音･電子メディアの社会的位置づけの向上を目指して

今年度も早や２ヶ月が過ぎました。ボランティアの皆さまには年度替わりに関わりなく、質の高

い図書の製作やきめ細かいサービスの提供において、大変なお力添えをいただいていることを感謝

します。皆さまにはこれ以上お願いすることはないのですが、今年度、私は全視情協理事長として

次のような目標を立てました。｢『障害者権利条約』に謳われているすべての障害者の情報アクセ

スの保障と 『障害者差別解消法』に定められた｢社会的障壁の除去の実施についての必要かつ、

合理的な配慮｣の義務(事業者は努力義務)に立脚し、特に①点訳・音訳・電子書籍等のボランテ

ィア活動の推進と各メディアの社会的位置づけの向上、②行政機関や事業者による情報保障の拡

大、に取り組む。またサピエが国の責任で安定的に維持され、サピエを柱として視覚障害者をは

じめとする情報障害者がすべての人と等しく、情報を共有できる社会の実現を目指す。｣ 以下に、

当館の今年度の職員配置をご紹介します。上記の目標が大言壮語に終わらないように、全職員を

挙げて努力して参りますので、どうかご理解とご支援をお願いいたします。(館長 竹下 亘)

(2017年度)情報文化センターの職員配置

◆橋口勇男(専務理事、顧問)、竹下 亘 (館長)、

いさお わたる

岡田 弥 (サービス部長)、久保田文(製作部長)

あまね あや

◆３階 総務フロア◆３階 総務フロア◆３階 総務フロア◆３階 総務フロア

林田茂(主幹)、今村竹志、曽禰一子

たけし そ ね いつこ

松井友美恵、 東 菜月(音声解説）

ゆ み え あずまなづき

【全視情協】正井和子、西井敦子

◆５階 サービスフロア◆５階 サービスフロア◆５階 サービスフロア◆５階 サービスフロア

松本一寛(主任)､岡本昇､原田美貴､花田潤子

かずひろ はらた

加治川千賀子、江島英夫、佐々木順子

筒井雅史、須貝直美、前北純弥、竹田幸代

まさふみ じゅんや ゆ きよ

上見美智子、川口千代

◆アルテビル９階 図書・情報係◆アルテビル９階 図書・情報係◆アルテビル９階 図書・情報係◆アルテビル９階 図書・情報係

谷口由紀(主任)、杉原佳子、中川亜希子

樋口あゆみ【対面兼任】福田直樹､山岡幸雄

◆６階 録音製作フロア◆６階 録音製作フロア◆６階 録音製作フロア◆６階 録音製作フロア

木田陽子、内藤流津、米村孝子

る つ

◆７階 メディア製作センター◆７階 メディア製作センター◆７階 メディア製作センター◆７階 メディア製作センター

白坂マナミ、岡村佳子、林 登、伊藤真資

しらさか しんじ

小西美希、原 彰、赤井智子、稲継基子

ともこ いなつぎ

◆８階 点字製作フロア◆８階 点字製作フロア◆８階 点字製作フロア◆８階 点字製作フロア

奥野真里(主任)、稲田久美、小原二三夫

いなだ く み おばら ふ み お

土橋貞子 【電子書籍】長本幹、児玉智子、

みき ともこ

対面リーディング、録音校正ボランティアの井上満子さんがご逝去

40年近くに亘り、当館の対面リーディングと

録音図書の校正ボランティアとしてお力添えく

ださった井上満子さん(八尾市)が４月に亡くな

みちこ

られていたことが分かりました。86歳でした。

井上さんは1980年に当館の音訳講習会を受講

され(右藤惠子さん、田主祥子さん、故森和子

うとう たぬししょうこ

さんが同期)、受講中から対面朗読を開始。多

くの利用者の様々な書籍や資料の朗読にほぼ毎

週(後年は月一度)来館され、健康上の理由で２

年前に休止するまで36年間に及びました。

また自宅で音訳図書の校正も引き受けてくだ

さり、30年数年間で｢この国のかたち｣など365

タイトル(2513時間)を校正。2013年には鉄道弘

済会の朗読録

音西日本地区

表彰を受賞さ

れています。

非常に多才

で、エッセイ

の執筆でも活

躍され、1998

年には随筆集

｢楽しからずや

対面朗読｣を出版し、話題となりました。

井上さんの長年に亘るボランティア活動に心

から感謝し、ご冥福をお祈りしたいと思います。

センターのページ



- 3 -

別館の｢図書・情報係｣をご紹介します

貸出数は、年間なんと点字11,000冊、録音77,000巻以上

当館で製作された点字・録音図書などは、本館から徒歩２分の別館(アルテビル)にある図書・

情報係から全国へ貸し出されており、ボランティアの方にもご協力いただいています。足を運ば

れたことのない方も多いと思いますので、その現場をご紹介します。(総務係 林田 茂)

利用者登録者は大阪府を中心に約4,800人

大阪府内に在住、在勤、在学の見えない方

・見えにくい方、読書が困難な方を対象に、点

字や録音の図書・雑誌を貸し出しています。

公共図書館では、通常来館で本を借りますが、

点字図書館の利用者は外出が困難だったり、郵

送料が無料(※)なこともあり、ほとんどの方が

電話で本を借りられます。特に月初めや休み明

けは電話も多く、鳴りやまない時間帯もある程

です。その他、メールやサピエ図書館からの直

。接リクエスト、 でも貸出を申し込めますFAX

貸出冊数に制限はなく、貸出期間は手元に届

いてから２週間。また、｢こんなことが書かれ

ている本を探してほしい｣などの調べ物や読書

相談に答えるレファレンスも重要な業務です。

※点字・録音図書等の無料郵送について※点字・録音図書等の無料郵送について※点字・録音図書等の無料郵送について※点字・録音図書等の無料郵送について

点字・録音図書は、第四種郵便物(点字郵便

物・特定録音物等郵便物)として、当館と利用

者の間で無料で郵送されています。点字は一定

のサイズと重量以内であれば、誰から誰にでも

無料で送れます。録音も無料で郵送できますが、

点字図書館など特定の施設か郵便局の発受指定

を受けた施設と、視覚障害者の間に限られます。

蔵書は点字1万タイトル、録音1万7千タイトル

新しい貸出図書の情報は、毎月発行している

利用者向けの情報誌『読書』で紹介しています。

毎月、点字図書40タイトルと録音図書50タイト

ル、シネマ･デイジー５タイトル、寄贈図書な

どの特別コーナー数タイトルを発表しています。

発表図書は、当館製作のものと他館で製作さ

れたものを組み合わせて日本文学や専門書、実

用書など、分類別にバランスを考えて選書して

います。また、所蔵していない本の希望があっ

た場合は、他館から取り寄せて貸し出します。

もちろん当館の本を他館へ貸し出すこともあり

ます。そのサービスを効率的かつスムーズにし

ているのがサピエ図書館で、全国で製作された

図書を共同利用できる環境が実現しています。

１日の主な作業～ボランティア約20人が活躍中

9:30 朝礼･ミーティング＝本館５階のサー

ビスフロアと別館をネットで繋ぎ、当日の予定

や業務の伝達、対面の予定などを確認します。

10:00 ボランティア作業開始：毎日数人の

ボランティアの方が来館され、依頼のあった本

の書庫出しや取り寄せ図書の仕分けをします。

14:00～14:30 発送作業：玄関に集荷に来る

郵便局の車への積み出し、引き取りをします。

15:00 返却作業：中身を点検して書庫へ戻

し、他館から借りた本の返却作業をします。

上記に加えて、電話応対、新刊図書の受入

(バーコードによる登録・管理)、週刊・月刊誌

の発送(約60種類の録音雑誌を貸出中)、検品、

事務作業などがあり、一部は約20人のボラン

ティアの方々のご協力を得ておこなっています。

◆土曜日のボランティアを募集しています

図書･情報係では、図書の発送や返却図書

の点検をお手伝いいただける方(１～２人)

を緊急募集しています。活動日は土曜日の

10時～12時､13時～16時の間で半日か全日。

毎週が無理でも、毎月第１･２週が可能で

あれば助かります。作業はパソコン(オフィ

ス)操作が主で、立ち仕事もあります。

センターのページ
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視覚障害者向けアプリおすすめ５選

～“すぐに使いたい、伝えたい”を厳選しました！！～

視覚障害者の情報環境を支える機器は日進月歩です。パソコンを中心に、拡大読書器や点字ディ

スプレイ、デイジー機器(視覚障害者用録音・再生機)、音声読み上げ機能付き携帯電話などへ広が

り、さらに今日はスマートフォン(スマホ)やタブレット端末が加わるなど、その便利性と機能性か

ら利用者の関心はますます高まっています。そんな流れの中で、今回はスマホやタブレットで使え

るアプリを５つ紹介させていただきます。(アプリは、 や 、アンドロイドのいずれにも対iPhone iPad

応しています。) (総務係 林田 茂)

：画像、写真から文字を認OCROCROCROCR

識（無料）

アプリを起動して写真を撮ると、

文字を読み取ってテキストデータ

に変換してくれます。テキスト化されたデータ

を読み上げたり、保存させることも可能です。

機能のアプリは他にもありますが、このOCR

アプリは日本語認識度が優れていると評判です。

：視覚障害者向けTapTapSeeTapTapSeeTapTapSeeTapTapSee
タ ッ プ タ ッ プ シ ー

画像認識カメラ（無料）

視覚障害者が物を識別するのを補

助する目的で開発されたアプリで

す。識別したい対象にカメラを向け、画面を２

回タップして写真を撮ると、それが何であるか

音声で読み上げます。

右の写真だと｢黒い腕

時計を持った人です｣と

説明。洋服の色も教えて

くれるのでコーディネー

トにも役立ちますね。

：音声ガイド同期アプリUDCas tUDCas tUDCas tUDCas t
ユーディーキャスト

このアプリを使うと、映画館で上

映されている映画に音声ガイドが

自動的に同期しますので、いつで

もどこでも音声ガイド付きで映画鑑賞が楽しめ

ます(詳しくは『ワンブック』2016年10月号参

照)。あらかじめその端末に音声ガイドを保存

し、映画館でアプリを起動しておけば自動的に

同期される仕組みです。今年は、話題の映画を

含む50作品以上が対象に制作されています。映

画をさらに身近にしてくれるアプリです。

ボイス オブ デイジー：

(録音)図書再生アプリDAISYDAISYDAISYDAISY

デイジーの再生アプリです。画

面には見出しや頁数も表示され

るのでタップして移動も可能です。マルチメデ

ィアデイジーにも対応しており、文字の大きさ

や色、読み上げ速度やピッチを自由に変更でき

ます。( 円、アンドロイド 円)iOS 3,100 2,600

：音声アシスタント機能SiriSiriSiriSiri
シ リ

アプリではありませんが、視覚

障害の利用者に有効な機能とし

て ( や などに最初iOS iPhone iPad

OS Siriから備わっている )に備わっているのが

です。 ホームボタンを長押しすると｢ご用件は

なんでしょう？｣と聞いてきますので、自分の

声で操作することができます。例えば｢○○へ

、メール｣と言えばメールが立ち上がり、その後

件名は？ 本文は？ と質問形式で進んでいけま

す。音声認識で文章も入力可能です。何かを検

索したり、アプリを起動させたり、色の反転や

ボイスオーバーのオンオフも声に出して使うこ

とができ、視覚障害の方には欠かすことのでき

ない機能と言えるでしょう。アンドロイド携帯

には、同じような機能を持つアプリとして

｢ ｣があります。OK Google!
グ ー グ ル

スマホは、本体のアクセシビリティ機能(画

面や操作を音声化する｢ボイスオーバーなど｣)

が充実しているので、携帯電話から乗り換える

視覚障害の方も少しずつ増えています。一方で、

使えない方、使わない方もおられますので、そ

の方々を置き去りにしないように、行き届いた

サポートにも心がけたいと思います。

センターのページ
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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４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

４月分完成点字図書４月分完成点字図書４月分完成点字図書４月分完成点字図書

14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5月号 5冊

点･校:金曜日グループ

生きた建築大阪(橋爪紳也他)

3冊 点:古林敬子

校:G校正 校:平野 健

色の力(ジャン=ガブリエル･コース)

4冊 点:辻野純代

校:G校正 校:橋詰玲子

驚きの皮膚(伝田光洋) 3冊

点:工藤京子 校:G校正

校:宗像真李子

かぐや姫三世(松田志乃ぶ) 4冊

点:木下正義 校:宍戸邦栄

校:都解節子

キューバ(伊藤千尋) 3冊

点:小原千賀子 校:G校正

校:平野 健

このパ･リーグ球団の｢野球以外｣

がすごい！(長谷川晶一) 3冊

点:塚本紀子 校:G校正

校:平野 健

たったひと口、オイルの力

(川島一恵他) 2冊

点:渡辺節子 校:松下柳子

校:平野 健

ニーチェが京都にやってきて１７歳

の私に哲学のこと教えてくれた。

(原田まりる) 5冊

点:木下正義 校:宍戸邦栄

校:岡田允子

。パスタは黒いお皿で出しなさい

(氏家秀太) 4冊

点:髙木智佳子 校:G校正

校:橋詰玲子

謎のアジア納豆(高野秀行) 6冊

点:藤田比呂子 校:G校正

校:宗像真李子

ビートルズの英語(ザ･ビートルズ･

クラブ) 3冊

点:有光美穂 校:G校正

校:高橋世貴子 田中陽子

本当にあった児童施設恋愛

(中島省吾) 2冊

点:中川春美 校:古本扶美子

校:八木光子

混ぜる教育(崎谷実穂他) 5冊

点:西山和子 校:G校正

校:平野 健

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

４月分完成録音図書４月分完成録音図書４月分完成録音図書４月分完成録音図書

17タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

醫學正傳或問諺解

(岡本爲竹一抱子) 24:04

音:佐久間かず子 校:久保洋子

浜本裕子 前川祐子 荒木良子

編:夛田禮子

イギリス解体、ＥＵ崩落、ロシア台頭

(岡部伸) 5:52

音:土井賀津子 校:鳥山正彦

濵 欣子 編:吉川順子

医者のたまご、世界を転がる。

(中島侑子) 5:53

音:鈴木栄子 校:有末 道

森口慶子 八田芙未子

編:若槻敬子

神様に生かされた理由(わけ)

(阿南里恵) 4:28

音:佐藤圭子 校:宮 清子

編:坂口幸子

知っておきたい感染症(岡田晴恵)

8:38 音:八十嶋敦子

校:金井典子 伊東晴子

編:石井ふみ代

小説外務省２ (孫崎享)

7:59 音:東 佳子

校:飯村紀子 有末 道

北川温子 編:若槻敬子

人生、行きがかりじょう

(バッキー井上) 4:50

音:辻野玲子 校:澤田和代

町田美樹子 編:若槻敬子

世界の名前

(岩波書店辞典編集部) 8:33

音:小林幸子 校:福池恵理子

郡 薫 西田芳美

編:荒木良子

ゼロから始める焼酎入門

(鮫島吉広) 8:23

音:横山時子 校:中澤康子

夛田禮子 編:辻野玲子

双燕の空(子安秀明) 5:26

音:倉富重雄 校:三原佳子

本村英子 編:植田美穂子

立川談志遺言大全集８

(立川談志) 8:13

音:野村昭子 校:石原英子

八十嶋敦子 町田美樹子

編:辻野玲子

哲学図鑑(大城信哉) 6:09

音:宮 清子 校:谷口伊都子

大西祥子 浜本裕子

編:下山とよみ

なぜデンマーク人は初任給でイ

スを買うのか？ (小沢良介)

2:29 音:胸永幸子

校:竹下正子 辻野玲子

西田芳美 編:下山とよみ

７つの名前を持つ少女

(イヒョンソ) 18:18

音:米谷治子 校:那須由美子

酒居よし枝 西田芳美

編:若槻敬子

感 謝 報 告
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悩ましい国語辞典 (神永暁)

12:29 音:水野順子

校:佐久間かず子 伊東晴子

宮 清子 荒木良子

編:八田芙未子

引きだす力(宮本亜門) 4:30

音:辻野玲子 校:片岡珠子

植田美穂子 編:山下富代

ひとと動物の絆の心理学

(中島由佳) 7:16

音:大桑久美子 校:北川温子

羽田直美 西田芳美

編:伊東晴子

＝＝＝＝＝＝

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:小林加代子 濵名あきよ

中澤康子 本村英子

編:川端正子

※前号で製作者のお名前が抜け

ていましたので、訂正して再掲

載いたします。

        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

時報平成28年2月号 1:13

音:外園朝代

点字図書点字図書点字図書点字図書

経済発展の理論上

(シュムペーター) 6冊

点:待田敏彦 校:G校正

経済学は人びとを幸福にできるか

(宇沢弘文) 4冊

点:中川春美 校:川崎安恵

古本扶美子 清水浩子

短歌サロン「金平糖」112号 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

        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5月号発送:

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

『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5月号 2:13

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

川端真知子 小林幸子 中島美穂

西田芳美 野﨑淳子 前田元子

的場操代 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』

デイジー版 2017年3月号 4:03

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』

デイジー版 2017年3月号 4:04

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

大桑久美子 北川温子 久保洋子

福島博子 松本紀代 本村英子

2017年5月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:07

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:板波キミ 井川倭文子

宮崎ナオヨ 宮野興子

『お役立ち目録 2017年5月号『お役立ち目録 2017年5月号『お役立ち目録 2017年5月号『お役立ち目録 2017年5月号

～関西散歩』～関西散歩』～関西散歩』～関西散歩』

デイジー版 :150

音:本田睦子 校:濵 欣子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2017年3月23日号 10:06

大塚しづ子 岡﨑節子 奥 幸子

上村裕子 川添美智子 姜 貞眞

川端砂代子 久下悦子 小池雅子

小西君子 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 坪田捷子

寺下千秋 中地淳子 西村道子

中元友机子 羽淵雅子 濵 洋一

平田惠美子 前田元子 森口慶子

平田みどり 山田啓子 横山栄子

弘津千加子 吉田典子 和田啓子

編集 古跡眞知子

2017年3月30日号 10:02

石原眞由美 大森恵子 奥 幸子

岩田真智子 大島幸枝 小倉玲子

上原多美子 久下悦子 坂口幸子

大塚しづ子 坂田嘉子 佐藤公平

川端砂代子 佐藤保子 澤井 稔

川添美智子 沢田玲子 嶋林茂子

北山真知子 竹田光子 関田通子

阪本由美子 立上敦子 塚本和江

坪田捷子 中井千奈美 中嶋雅美

中地淳子 中村京子 西岡千代子

羽淵雅子 濵 欣子 平田惠美子

林 由子 兵頭 賢一 弘津千加子

前田元子 松浦洋子 真見奈津子

八十嶋敦子 山田啓子 横山栄子

吉永英子

編集 町田美樹子

2017年4月6日号 9:35

乾 郁子 岡村勝彦 柏木和子

加藤紀美子 上田啓子 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 野村美穂子

兵頭つね子 深津綾子 福田佳代

編集 中本和代

2017年4月13日号 10:12

井尻府三重 岡﨑節子 長村明子

上原多美子 加藤和夫 上村裕子

姜 貞眞 坂口幸子 阪本由美子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

鈴木恵子 武市敦子 寺下千秋

中地淳子 林 由子 増田典子

山田啓子 山本晴代

編集 高橋 武

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

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

『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4月号 4:40

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 阪本由美子

小林幸子 坂口幸子 佐々 木マス子

佐山敦子 嶋川真理子 竹田佳代

夛田禮子 下山とよみ 寺下千秋

西田芳美 西村郁子 二宮真理

橋本万里 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

        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12 海底の魔術師

ﾃｷｽﾄ化:佐藤公平 中川幸子

画像:足立佐紀子

DAISY編集:酒井佐代子

音(TTS):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4月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

ピレネーを越えて

ﾃｷｽﾄ･DAISY校正:加藤珠子

DAISY編集:浦浜容子

 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 西村佐世子

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］

小椋美智子 片倉康子 堂 晴美

永崎利恵

◆ 4月の貸出実績◆ 4月の貸出実績◆ 4月の貸出実績◆ 4月の貸出実績

点字 174tl

デイジー3935tl テープ 51tl

★４月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

物語ベルギーの歴史

(松尾秀哉)

風見夜子の死体見聞 (半田畔)

中国メディア戦争

(ふるまいよしこ)

日常語なのに日本人が知ら

ない英語の本

(ジャン･ユンカーマン)

【録音図書】

修羅の剣 (藤水名子)

鬼神の微笑 (藤水名子)

篤き人 (植木博子)

天邪鬼の輩 (愁堂れな)

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  

秋本直美 一色和子 犬塚敬彦

井上惠子 上ノ山禎子 後 恵子

内山扶美代 大坂陽子 大島幸子

岡崎宏美 岡﨑節子 片岡珠子

片山紀子 桂 公子 金井典子

神谷考子 河上千鶴 川野 博

菊池雅子 黒瀬勝司 香西麻里子

古賀和子 小杉洋子 小林節子

佐藤美鈴 澤井 稔 島 美緒

首藤博子 神保克子 高橋美代子

田那辺優子 谷崎節子 津村香順

中野龍子 西川真知子 西田由美

直場徳宥 畠田幹子 福田嘉寿憲

藤田佳子 二子石知恵 麓 孜子

古木昭子 寶田サチヱ 細見芳江

本荘一子 増尾明子 増山多惠子

待田敏彦 松谷富子 南 礼子

望月 明 森田 陞 八十嶋敦子

山内紀代子 山崎 彰 山下喜美

山田栄利子 渡瀬尚子

４月 利用者14人･64件

ボランティア59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)

【４月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 村上栄一

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

｢あし笛｣代表 菊田恵子

大阪東ライオンズクラブ

児童点字図書製作グループ(児点図)

野村和彦 湯川欣晃

(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

5月11日(木)10:00～12:00

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>

･全視情協、日盲社協の概要説明

<協議事項>

･ガイド体験会について

･施設見学会の検討

<次回>7月6日(木)10:00～11:30



タンデム自転車を楽しむ会に｢さくら賞｣

当館が活動に協力している｢大阪でタン

デム自転車を楽しむ会｣が５月10日、大阪

商工信用金庫の｢さくら賞｣を受賞しました。

同団体のタンデム自転車の公道走行許可を

求める活動が実り、昨年８月１日付で大阪

府の規則改正が行われ、府内の公道で２人

乗りのタンデム自転車の走行が認められた

ことなどが評価されたものです。今後タン

デム自転車がバリアフリーな乗り物として

ますます広がることが期待されます。

一ツ橋綜合財団より多額のご助成

公益財団法人一ツ橋綜合財団(相賀昌宏

代表理事)では2005年度から当館の事業を

ご支援くださっていますが、今年度も多額

のご助成を賜りました。特に当館の｢マルチメ

ディアデイジーとシネマ・デイジーの更な

る充実｣に向けて活用するようにというご

趣旨です。当館の事業と新しいメディアに

対する深いご理解に心から感謝するととも

に、 を含めた新メディアの製作とHyMe
ハ イ ミ ー

普及をさらに推進していきたいと思います。

大阪東ＬＣより｢ワンブック募金｣

大阪東ライオンズクラブ(川北浩之会長)

では３月30日、｢日本ライトハウス情報文

化センター『ワンブック』２リジョン合同

親善ゴルフチャリティー｣を開催され、同

リジョン所属13ライオンズクラブのご協賛

により、多額のご寄附を賜りました。当館

ではこれを元に｢大阪東ライオンズクラブ

文庫｣として８タイトルの録音図書を製作

し、全国の希望者に貸し出します。ご理解

とご支援に心から感謝申し上げます。

音声解説担当に東 菜月を採用

当館では音声解説業務の担当職員として

東菜月を４月25日付で採用しました。シ

あずま なづき

ネマ･デイジーやバリアフリー上映会の企

画・製作、音声解説サポートボランティア

｢ボイスぷらす｣のコーディネイトなどを担

当します。３階総務係で勤務しますので、

よろしくお願いいたします。

６階・録音製作フロアを耐震改修

６階・録音製作フロアでは、書類棚等が

地震で倒れる危険を防ぐために、大幅な模

様替えと改修を行いました。今後も設備と

ソフトの両面で災害への準備を進めます。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【５月】

９日 音訳ボランティア養成講習会③開講

11日 ボランティア世話人会

13日 ICTサポートボランティア講習会開講

オープンデー(館内見学日、３人)

26日 日本ライトハウス評議員・理事会

31日 ボランティア友の会ガイド体験会

予 定予 定予 定予 定

【６月】

１日 近畿視情協総会(金 政 玉氏講演会)

きむじょんおく

３日 日本点字委員会総会･研究会(～４日)

８日 専門音訳講習会開講

10日 オープンデー(館内見学日、要予約)

15日 全視情協総会･研修会(～16日、東京)

24日 中央区バリアフリー上映会｢あん｣

28日 わろう座映画体験会｢釣りバカ日誌15｣

５月の連休に妻と愛媛県西予市に編 集編 集編 集編 集

旅した際、偶然、宇和海の海辺で、後 記後 記後 記後 記

ご縁のあるハンセン病の詩人塔和子さん

とう

の詩碑と資料館に行き会いました。｢かか

わらなければ/この愛しさを知るすべはな

かった｣で始まる詩に心を打たれ、幼時に

故郷の漁村から香川県の施設に隔離された

塔さんの痛みに思いを馳せました。６月25

日の週は｢ハンセン病を正しく理解する週

間｣。ハンセン病の視覚障害者の方々を心

に刻んで関わり続けたいと思います。(竹)
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