
第42巻3号2018年6月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

(統一英語点字)の専門講習会を開講UEB

当館と毎日新聞大阪社会事業団の主催による

第31回専門点訳講習会・英語点訳コースを開講

します。今回は2016年度から導入が始まってい

UEB( )る新しい英語点字表記法 統一英語点字

を全７回で学びます。ぜひご参加ください。

日時 ７月３日～８月28日(７月31日､８月14日

を除く)毎週火曜日13時30分～15時30分

講師 奥野真里(当館点字製作係職員)

費用 1,000円。テキスト｢UEBベーシックマス

ター～英語点訳の基礎｣(2,600円)が必要。

お申込みは要項を請求の上、６月15日までに

当館点字製作係(電話06-6441-1028)までどうぞ。

点字・公共図書館の最新調査結果を公開

近畿視情協の今年度総会研修会で｢公共図書

館の障害者サービス｣(国会図書館関西館･安藤

一博氏)と｢点字図書館実態調査｣(堺市立点字図

書館･原田敦史氏)の調査結果の発表と検討が行

われます。日時は６月６日(水)２時45分～４時

30分。会場は当館４階会議室。参加費500円(加

盟館職員等は無料)。お申込みは至急、近畿視

情協事務局(電話06-6441-0015、当館代表)まで。

中央区バリアフリー映画｢この世界の片隅に｣

毎年、当館が協力して行っている標記映画会で、

今年は、第40回日本アカデミー賞最優秀アニ

メーション作品賞をはじめ数々の映画賞を受賞

した話題作を音声解説、字幕付きで上映します。

会場では、盲導犬とのふれあいやチャリティグ

ッズの販売をはじめ、地域の施設･団体で作成さ

れた物品の紹介、販売ブースも設置します｡

日時 ６月23日(土)12時開場、13時開演

場所 大阪市立中央会館(大阪メトロ堺筋線・

長堀鶴見緑地線｢長堀橋｣駅６番出口徒歩６分)

参加費 無料 定員 200人(先行受付100人)

先行受付方法 ６月１日(金)９時15分から受付

開始。当館総務係(電話06-6441-0015)までお申

し込みください。※当日の入場席もありますが、

満席になり次第、入場をお断りします。

盲導犬チャリティコンサートは６月17日(日)

当法人の今年度チャリティコンサートは６月

17日(日)、ザ･シンフォニーホールで開催します。

出演は川畠成道さん他。チケット(3,500円)は

３階総務係で発売中です。視覚障害者ご招待の

アミティチケット(1,000円)もご協力ください。
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点字図書館の認知度の低さと相まって、利用度も伸び悩み

視覚障害者の生活に関する実態調査２件が発表

この度、わが国の視覚障害者の現状が垣間見える調査報告が相次いで発表されました。それに

よると、視覚障害高齢者の障害の重度化が進み、中途視覚障害者が｢相談｣に至るまでの期間が相

変わらず長いこと、また医療機関や役所の点字図書館の認知度が低いことと相まって、点字図書

館の利用度が伸び悩んでいることが推測される結果となっています。(館長 竹下 亘)

高齢者の重度化と 機器の利用度の低さIT

１件目の調査は、厚生労働省が行った｢平成

28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在

宅障害児･者等実態調査)｣です。これは平成28

年12月１日に全国2,400国勢調査居住区で行わ

れたサンプリング調査ですが、５年毎に行われ

ているので実態の変化を確認するには有用です。

それによると、障害者手帳を持つ在宅の視覚

障害者は推計31万２千人(前回の23年調査では

31万5,500人)。内、65歳以上は68.9％で前回の

69.0％とほぼ変わりませんが、65歳以上の障害

等級の割合は、１級が前回34.7％から今回42.3

％、２級が28.8％から33.2％へと上昇しており、

高齢者の障害が重度化していることが窺えます。

また、｢日常的な情報入手手段｣では、65歳未

満の場合｢テレビ｣が76.7％で断然トップである

のに続いて、｢家族･友人･介助者｣､｢ラジオ｣､

｢携帯電話｣､｢スマートフォン･タブレット端末｣､

｢パソコン｣､｢一般図書･新聞(ちらしを含む)･

、雑誌｣と続き、｢録音図書(デイジー)｣は11.0％

(数字は％)【表】｢日常的な情報入手手段｣

情報入手 調査年 Ｈ28年 Ｈ18年

手段 年代別 65歳未 65歳上 全年齢

テレビ 76.7 58.3 66.0

家族･友人･介助者 53.4 56.6 55.7

ラジオ 41.1 40.6 49.3

携帯電話 38.4 16.0 7.1

スマホ･タブレット 24.7 1.7

パソコン 21.9 5.1 ※6.6

※は｢ＨＰ､電子メール｣

一般図書･新聞 16.4 16.0 26.9(ち

･雑誌らしを含む)

11.0 11.4録音図書(デイジー)

点字 8.2 7.4 ※14.8

※は｢録音･点字図書｣

。｢点字｣は8.2％と利用率が低いのが残念でした

ただし、10年前の同じ調査では｢録音･点字図

書｣が14.8％だったのに対して、今回の合計は

19.2％ですので、利用は伸びていると言えます。

なお、 機器の利用度では、65歳以上の場IT

合、｢携帯電話｣が65歳未満の38.4％から16.0％、

｢パソコン｣が21.9％から5.1％へ減少。｢スマホ

類｣に至っては24.7％から1.7％へと激減してい

ます。一方、｢録音図書｣は11.4％で65歳未満よ

りわずかながら利用率が高まり、｢点字｣は7.4

％と微減に留まっていますので、高齢者には特

に点字・録音が有用だと言えるように思います。

課題は医療機関や役所の認知度の低さ

２件目は、日本盲人会連合が行った｢視覚障

害者が日常生活を送る上で必要な支援に関する

調査研究｣です。これは、視覚障害者の外出時

の事故が相次ぐ中、全国均一で、安定的な生活

訓練(歩行訓練)が提供される必要があるという

問題意識から関係機関と当事者(生活訓練を受

けたことのある115人)に調査を行ったものです。

当事者のアンケート結果で注目されるのは、

｢手帳取得から相談までの期間｣が｢３年以上｣が

約25％、｢10年以上｣は約23％に上っていたこと

です。さらに、大変残念だったのは、｢医療機

関から紹介された機関｣が、｢役所(福祉課)｣の

約42％、｢訓練施設｣の約17％に対して、｢点字

図書館｣はわずか約８％。また｢役所から紹介さ

、れた機関｣でも、｢訓練施設｣の約12％に続いて

｢点字図書館｣は約９％に留まっていたことです。

当館としては、医療・行政機関はもちろん、

中途視覚障害者をはじめとする多くの視覚障害

者に、もっと“情報提供施設”が提供している

多様なサービスを伝えて、説明し、一人でも多

くの方々に、豊かな情報や支援サービスを利用

していただけるように努めたいと思います。

センターのページ
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メガネ型のウェアラブル端末に高まる期待

｢オトングラス｣と｢MW10｣のご紹介

当館５階のサービス部では、常に有用な視覚障害者機器・用具の発掘・提供に努めていますが、

最近、視覚障害者の方々の関心を集めているのはメガネ型のウェアラブル端末です。中でも注目
エムダブルテン

を浴びている｢オトングラス｣と｢ ｣をご紹介します。(サービス部長 岡田 弥)MW10

文字を音声で読み上げる｢オトングラス｣

オトングラスは最近はテレビや新聞でも取り

上げられて話題となっている、文字を音声で読

み上げてくれるメガネです。メガネ型端末(レ

ンズは入っていません)の真ん中にカメラがつ

いており、フレームの左側についているボタン

をポチッと押すと、メガネの前にある文字(書

籍に限らず、看板や掲示物、品物などの印刷さ

れた文字)を合成音声で読み上げてくれます。

こういった作業はスマホで写真を撮ってアプリ

を使えばできることなのですが、読みたいもの

を目の前に持ってきて、ボタンを押せばいいと

いう簡単操作が魅力です。

OTON開発したのは、その名も株式会社

の島影社長。社長のお父さんが脳梗塞GLASS

から失読症になり、それを助けるために開発さ

れたというものです。お父さんは幸いにもリハ

ビリによって回復してオトングラスは不要にな

ったけれども、せっかくの機器を視覚障害者の

ためにと頑張っておられます。

問題は価格です。現在は約40万円という本体

価格に加えて、使用時はWi-Fi環境が必要にな

るため、外出時にはインターネットの接続機器

やスマートホンでの中継等が必要になります。

低コスト化を目指して改良中で、当館にもデモ

機がないのですが、ぜひ応援して、一般販売の

際には取扱いができるようにと思っています。

*Photo KIOKU Keizo*オトングラス ：

暗いところでも明るく見える｢ ｣MW10

は光学機器メーカーの 株式会MW10 HOYA

社が開発した暗所視支援機器で、暗いところで

も明るく見えるというツールです。こちらは少

し厚みがあってメガネ型というよりはゴーグル

型です。これまたメガネのフレームの真ん中に

カメラが付いており、そのカメラで映した映像

の光を増幅して、レンズの中のスクリーンに投

影します。従来の赤外線を使った暗視メガネと

は違い、カラーで綺麗に見えます。網膜色素変

性症などで夜盲の症状がある方の夜間の行動の

可能性を広げることが期待されています。

当法人では、開発途上からこの機器に関わっ

てきましたが、レンズの中のスクリーンがかな

り小さいため、中心部が明るく見える代わりに

周辺の視野が大きく制限されるという難点もあ

ります。特に歩行時には周辺視野が重要なため、

使い方のトレーニングを受けた上で白杖と併用

することが必須であると提言しています。

こちらも価格が40万円ほどで、使用トレーニ

ングは別料金と、費用負担が大きいものになっ

ていますが、今後、特例補装具として補助が出

る可能性があります。当館では、 の関MW10

西での販売店になるとともに、デモ機による体

験や使用トレーニングの申し込みも受け付けて

います。危険性についての注意を充分に喚起し

つつ、視覚障害者の可能性を広げる新たな機器

として応援していきたいと思っています。

センターのページ
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木塚前理事長の追悼式を挙行 ～ お人柄を偲び、貴重な遺産を分かち合う

当法人では、本年２月９日、

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、

。玉水記念館で執り行いました

全国から旧友、教え子、教育

や福祉などさまざまな分野で

交流のあった方々、そして当

法人役職員など80人余りが参

列。橋本理事長の挨拶、略歴

紹介に続いて、生前の格調高

いスピーチと奥様のご挨拶の

録音を聴いた後、十数人の方

、が公私にわたる思い出を語り

そのお人柄を偲び、早すぎる

ご逝去を惜しみました。

木塚前理事長は非常に知的

で、高い理想の人であるとと

もに、とても温かく、楽しい

方でした。当館でも特に情報

機器、点字、電子書籍事業に

おいて多大なご指導を賜ると

ともに、多くの職員が親しく

お付き合いいただきました。

心からご冥福をお祈りすると

ともに、貴重な遺産を受け継

いでいきたいと思います。

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2018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

４月分完成点字図書

18タイトル65冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

ヴァイオリンで奏でるクリスマス 

メロディー(後藤丹他編曲)

2冊 点･校:コモド 8F

江戸のベストセラー

(清丸惠三郎) 3冊

点:安井良恵

校:G校正 都解節子

大阪キタ100選 3冊

点:安井良恵 西山和子

校:G校正 丸山順介

計算いらずコレステロール 中性

脂肪対策のおいしいレシピ

(横手幸太郎) 5冊

点:野村惠美子

校:G校正 平野 健

ことばだけでは伝わらない

(西江雅之) 3冊

点:黒堀比佐子

校:G校正 平野 健

三国志曹操

(別冊宝島編集部) 4冊

点:木村寿子

校:河村牧子 平野 健

36歳からオンライン英会話を

はじめたら英語で仕事ができ

るようになりました

(嬉野克也) 3冊

点:栗栖 忍

校:G校正 木村寿子

JRニュース2018年5月号

(交通新聞社) 5冊

点 校:金曜日グループ

｢戦後80年｣はあるのか

(一色清他) 4冊

点:浅井良彦

校:G校正 宗像真李子

たちあがれ、大仏

(椙本孝思) 4冊

点:中沢由美子

校:清水浩子 橋詰玲子

知的文章術(外山滋比古) 2冊

点:松本稔子

校:平林隆雄 清水浩子

ドケチな広島、クレバーな日ハム、

どこまでも特殊な巨人

(伊藤歩) 5冊

点:雪岡加奈子 南 佳奈

校:G校正 平野 健

トンデモない生き物たち

(白石拓) 4冊

点:雀部喜久子

校:G校正 加尾美千子

まいにち小鍋

(小田真規子) 2冊

点:高橋淳子

校:G校正 辻野純代

夜ふかしするほど面白い

｢月の話｣(寺薗淳也) 3冊

点:福元悦子 校:平野 健

ラジオのお仕事(室井昌也) 2冊

点:喜多冨佐子

校:福田真弓 八木光子

レンズとマイク(大石芳野他) 2冊

点:春江由美子

校:G校正 橋詰玲子

One Hundred English Folksongs

(C J Sharp) 9冊

点 校:コモド 4F

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

  録 音 製 作

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)

｢泣き虫監督｣ 片岡安祐美流 チーム

の育て方(片岡安祐美) 5:23

音:大坂陽子

校:髙岡博子 北川温子

編:八田芙未子

愛はさだめ、さだめは死

(J T ジュニア) 12:45

音:前田綾子

校:伊志峰和代 鈴木惠子

川端正子

編:荒木良子

アンミカのポジティブ美容事典

(アンミカ) 6:35

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 中澤康子

八田芙未子

編:植田美穂子

科学のあらゆる疑問に答えます

(M オヘア) 11:38

音:水谷和子

校:郡 薫 金井典子

編:辻野玲子

風穴屋旋次郎(友野詳) 6:51

音:倉富重雄

校:中澤康子 阪本由美子

編:濵 欣子

30代はアニキ力(前川孝雄) 6:05

音:長井純子

校:北川温子 植田美穂子

編:古跡眞知子

宗教ってなんだろう？

(島薗進) 5:48

音:那須由美子

校:宮 清子 上田道子

鳥山正彦 編:吉川順子

少子超高齢社会の｢幸福｣と

｢正義｣(浅井篤他) 9:04

音:阪本美紀 浜本裕子

校:渡邊周子 植田美穂子

編:吉川順子

使用人たちが見たホワイトハウス

(K A ブラウワー) 17:38

音 校:川端真知子 桂 公子

校:小林幸子 濵 欣子

編:伊東晴子

昭和のテレビあるある

(青井曽良) 3:12

音:鈴木ますみ

校:米谷治子 町田美樹子

編:辻野玲子

天上の音楽(木崎咲季) 8:52

音:二宮真理

校:壁谷岑子 本村英子

編:上月直子

遠い国から来た少年

(黒野伸一) 3:58

音:阪本由美子

校:大西祥子 辻野玲子

編:寺下千秋

なぜ関空に世界中からがん患者が

集まるのか？(堀信一) 4:26

音:坪田捷子

校:大西祥子 金井典子

編:石井ふみ代

日本茶をまいにち飲んで

健康になる(大森正司) 4:06

音:山田啓子

校:上田道子 荒木良子

編:山崎千代子

ひょうごの在来作物

(ひょうごの在来種保存会)5:24

音:上月直子

校:酒居よし枝 川端正子

編:辻野玲子

ローカル鉄道という希望

(田中輝美) 9:07

音:濵 欣子

校:本田睦子 坪田捷子

阪越紀子 編:辻野玲子

ワーママ時間3倍術

(山守麻衣) 4:14

音:竹下正子

校:胸永幸子 酒居よし枝

三上 菊 編:山崎千代子

  プライベート製作

点字図書

青空を見よう はるだよ ふれあい

めぐりあい 楽譜点訳 4冊

点:田中伸子 校:前田美代子

経済改革としての明治維新

(武田知弘) 3冊

点:梶原由美子 校:G校正

｢金平糖｣第124回 短歌サロン 1冊

点:待田敏彦

校:若林安也子

誰も置き去りにしない社会へ

(平松知子他) 4冊

点:辻野純代

校:篠原苑子 橋本和代

Disney's BEST 2冊

点:池田園子

校:G校正 有光美穂

THE RED THREAD(E McKim) 2冊

点:池田園子 校:有光美穂

録音図書

紫陽花の会 十年の歩み 0:27

音 編:金井典子 校:夛田禮子

ケアの社会倫理学(川本隆史)

12:12 音 編:植田美穂子

時報平成29年9月号(造幣局)

0:54 音:鈴木ますみ

すぐに結果を求めない生き方

(鍵山秀三郎) 6:48

音 編:川添美智子

内経気象学入門

(橋本浩一) 26:06

音:久保洋子 校:浜本裕子

「超」情報革命が日本経済再生の

切り札になる(野口悠紀雄)

7:48 音 編:小林加代子

願いをかなえるお清めCDブック

(大野靖志) 2:47

音:松本公丹子 編:植田美穂子

脳卒中後遺症者へのボバースアプ

ローチ基礎編

(古沢正道他) 15:38

音 校 編:夛田禮子

音 校:金井典子
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感 謝 報 告

覇王下(藍月りお) 5:08

音 編:山之内陽子

ブルックリンでジャズを耕す

(大江千里) 12:18

音 編:髙橋由紀江

ポータブル吸引器 スマイル

キュート取扱説明書 1:45

音 編:坪田捷子

LIFE SUPPORT SERVICE 2017

プライム倶楽部パンフレット

(全国福利厚生共済会) 2:34

音:小倉玲子 編:植田美穂子

  定 期 刊 行 物

『ONE BOOK ONE LIFE』

2018年5月発送:

木下正義 西垣泰子 山田一弘

2018年5月号『読書』

デイジー版 1:01

音: 寺下千秋下山とよみ 校:

発送:井川倭文子 板波キミ

並木昌子 宮崎ナオヨ 宮野興子

『英語よもやま通信』

デイジー版2018年5月号 2:10

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

中原尚子 野﨑淳子 前田元子

的場操代 山崎千代子 脇本登志子

『子供の科学』

3月号 4:08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』

2018年3月号 4:18デイジー版

音 校 編:情報文化センター

「 」理数チーム

北川温子 木村純子 久保洋子

夛田禮子 寺田美枝子 橋本万里

横山時子

デイジー版『週刊新潮』

2018年4月5日号 9:30◆

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

柏木和子 加藤紀美子 上田啓子

河原眞知子 木村加代 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 兵頭つね子

編:中本和代深津綾子

2018年4月12日号 10:04◆

有川美津子 井尻府三重

上原多美子 大橋恵子 大島幸枝

加藤和夫 上村裕子 姜 貞眞

坂口幸子 坂本雪枝 佐藤圭子

佐藤公平 佐藤保子 阪本由美子

澤井 稔 武市敦子 寺下千秋

永井憲子 西岡千代子 濵 欣子

林 由子 兵頭賢一 平田惠美子

増田典子 山田啓子 山本スズ子

編:小森由紀子山本晴代

2018年4月19日号 10:00◆

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 佐藤公平 清水百世

新熊美衛子 髙久俊子 詫摩多美子

田渕浩子 当房公子 中本和代

成田由起 西村道子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 服部秀美

藤澤元子 前田元子 松原和子

柳内登喜子 山下 豊 大和澄子

編:中本和代

2018年4月26日号 9:39◆

岩田真智子 大里いずみ 大島幸枝

大塚しづ子 大森恵子 大脇朱美

岡﨑節子 上村裕子 川添美智子

北山真知子 久下悦子 小池雅子

坂田嘉子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 嶋林茂子 嶋津美香

関田通子 高田郁恵 武市敦子

玉置明美 田宮加代 地上博子

塚本和江 坪田捷子 中嶋雅美

中地淳子 中村京子 橋村惠子

橋本順子 濵 洋一 兵頭賢一

平田惠美子 藤山美千代 前田元子

松浦洋子 松澤綾子 森口慶子

横山栄子 和田啓子 和田ゆう子

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

『日経パソコン』

2018年4月号 4:48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

佐 木々マス子 佐山敦子 嶋川真理子

下山とよみ 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

月号『お役立ち目録 2018年5

～人気ドラマの原作～』

デイジー版 0:10

音: 寺下千秋下山とよみ 校:

『アミ ドゥ ブライユ』点字版

第16号(2018年4月15日)

点:梶原由美子 河村牧子

鴻上真理 清水浩子 濵田恵美

古林敬子 南 佳奈 山根真紀子

  音 声 解 説

◆ボイスぷらす

シネマ デイジー

「永い言い訳」

ナレーション:西川真知子

台本製作 編集:阪口雅代

西川真知子

編集校正:松原 博

校正:藤井倫子
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  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

MONTHLY“日本一”明るい経済

新聞4月号

ﾃｷｽﾄ化 DAISY編集:高階秀男

ちくま文学の森2 心洗われる話

ﾃｷｽﾄ校正 DAISY編集:吉川順子

DAISY校正:笠松幸彦

グローバル問題とNGO 市民社会

DAISY校正:山田理子

ソーシャルラーニング入門

DAISY校正:山田理子

腰痛ガイドブック

DAISY校正:山田理子

◆プライベート製作

レシピ集

池尻三千子 岩井和美

西村佐世子

伝統鍼灸 第44巻第1号

中川幸子

館内お手伝い   

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

木村謹治 帰村千恵 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］

永崎利恵 堀林美智子

◆４月の貸出実績

点字 196tl DAISY 3700tl

テープ 23tl

★４月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

殺生伝２(神永学)

命尽くるとも(篠沢秀夫)

平安京はいらなかった

(桃崎有一郎)

吉本せい(青山誠)

【録音図書】

将軍の太刀(藤井竜)

大坂城の十字架(鈴木英治)

おこまの大冒険(山東京山)

雷の子(島京子)

電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

情報システム

森田敏子

整理 情報サービス

板波キミ 板谷照美 鱗星千恵子

日下清香

 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 伊東晴子 稲葉猛雄

犬塚敬彦 岩見博司 上ノ山禎子

後 恵子 内山扶美代 江口不二子

大坂陽子 大島幸子 大西裕恵

大村登子 大森恵子 岡﨑節子

荻野珠紀 奥井秀子 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

木村純子 黒瀬勝司 小池雅子

古賀和子 小山妙美 佐藤保子

澤井 稔 柴田智美 島 美緒

神保克子 高橋美代子 髙橋由紀江

谷崎節子 中西淳子 中野龍子

中本由美 西川真知子 畠田幹子

林 久利 平田みどり 弘津千加子

福島悦子 麓 孜子 古木昭子

寶田サチヱ 細井昌子 細見芳江

前田芳野 増山多惠子 松谷富子

眞野祥子 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

４月 利用者14人 69件

ボランティア66人

『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
(ボイスネット)

【4月実績】

例会:石川昌弘 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

児童点字図書製作グループ

中家令介 中家恵美子 西畑貴好

野村和彦 湯川欣晃 匿名4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

5月10日(木)10:00～12:00

出席者:小倉 高階 橋本

雪岡 川添 小泉 小林 三原

(館から竹下 林田 松井)

<館からの報告>

 製作部着任谷口からご挨拶

<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5日(木)10:00～11:30

感 謝 報 告



｢アミ・ドゥ・ブライユ｣の発行を継続

当館と点字情報技術センターでは、点字

指定のご寄附を元に、全国ほぼ唯一の子ど

も向け点字雑誌｢アミ・ドゥ・ブライユ｣(隔

月刊)を2015年10月から発行し、全国100人

余りに無償で届けています。予算上、今年

２月の第15号で終刊する予定でしたが、新

たなご寄付と読者の希望に応えて発行継続

を決め、４月に第16号を発行することがで

きました。製作にご協力くださっているボ

ランティアと御寄付者に感謝申し上げます。

2018年度Ｖ友の会世話人会がスタート

３月31日のボランティア友の会第１回世

話人会で小倉玲子さんが代表に選任され、

今年度の世話人会がスタートしました。

皆様ご協力をよろしくお願いします。

世話人会の皆さん(敬称略)。前列は新任の

方々で左から点字の小泉憲一、録音の三原

佳子、図書･情報の小林弘子、音声解説の

川添美智子。後列は左から点字の雪岡加奈子

(書記)、録音の小倉玲子(代表)、橋本万里

(会計)、対面の増尾明子、電子書籍の高階

秀男。対面の大村登子さんはご欠席でした。

一ツ橋綜合財団から今年度も多額のご助成

当館では、公益財団法人一ツ橋綜合財団

(相賀昌宏代表理事)より2005年度から毎年
おうが

多大なご支援を頂いています。今年度も

｢マルチメディアデイジーによる図書と教

科書の制作・提供、耳で観る映画『シネマ

・デイジー』など音声解説事業の普及・充

実、電子書籍『HyMe(ハイミー 』の研究｣）

に対して多額のご助成を賜りました。この

ご厚志を基に、引き続いてアクセシブルな

メディアの普及に取り組んで参ります。

あ ゆ み
【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､参加４人)

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(｢永い言い訳｣)

予 定
【６月】

６日 近畿視情協総会･研修会

９日 オープンデー(館内見学日､要予約)

13日 全視情協･新任研修会､総会(～14日)

15日 専門音訳｢東洋医学コース｣開講

17日 チャリティコンサート(ｻﾞｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ)

23日 中央区バリアフリー上映会(中央会館)

昨夏から時々、家の生け垣の剪定編 集

や草抜きに勤しんでいます。数十後 記

年間、庭を管理していた母が出来なくなっ

たので、近所迷惑が心苦しくて、仕方なく

始めたのですが、始めてみると、パソコン

画面から離れて、草木や土に触れ、切り方、

抜き方を色々工夫したり、ミミズやムカデ

が現れて｢ギャーッ｣と叫んだり、整えた後

の様子に自己満足して写真を撮ったりと、

なかなか楽しく、達成感を覚える作業。こ

れが老後の趣味と健康法になるかしらん、

と思いながら草を抜いています。(竹)

2018年６月号ONE BOOK ONE LIFE
ワ ン ブ ツ ク ワ ン ライフ

発 行 社会福祉法人日本ライトハウス

情報文化センター(館長 竹下 亘)

大阪市西区江戸堀1-13-2(〒550-0002)住 所

TEL 06-6441-0015 FAX 06-6441-0095

E-mail info@iccb.jp

表紙絵 武部はつ子

発行日 2018年６月１日

定 価 1部100円 年間購読料1,000円


