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掲 示 板

専門点訳｢教科書・教材実践コース｣を開講

毎日新聞大阪社会事業団と当館主催の第31回

専門点訳講習会教科書・教材実践コースを10月

初旬、開講します。小・中学校の主要５教科を

中心に事例を持ち寄り、点訳技術や知識をさら

に深める内容です。全回受講の他、希望教科の

選択受講も可能です。ぜひお申込みください。

日時 10月３日(水)10時～15時＝理科、４日

(木)10時～15時＝社会、５日(金)13時～15時＝

その他(音楽・美術など)、９日(火)10時～12時

＝国語、同９日(火)13時30分～15時30分＝英語

10日(水)13時30分～15時30分＝算数・数学

対象 現在、教科書・教材点訳をされている方

定員 各教科15人 費用 1,000円

申込 当館点字製作係(電話06-6441-1028)へ

要項を請求の上、７月20日(金)までにお申込み

ください。応募者多数の場合は抽選となります。

日本ライトハウス展に過去最多４５社が出展

西日本最大の視覚障害者用具・機器展｢日本

ライトハウス展～全国ロービジョンフェア2018｣

(読売光と愛の事業団共催)を10月13日(土)、14日

(日)10時～16時、難波御堂筋ホール７階･８階で

開催します。入場無料。昨年は出展44社・団体、

来場1,714人で、共に過去最多を記録しました

が、今回はさらに多い45社が出展予定。特別ゲ

ストとしてＲ-１ぐらんぷり優勝のお笑い芸人、

濱田祐太郎を迎えます。ボランティアの皆様に
はまだゆうたろう

は会場内ガイドのお手伝いのほか、お知り合い

や関係者への広報にご協力をお願いします。

７月～８月の休館日について

７月14日(土)＝振替休館日のため、６階録

音製作、７階デイジーユニット、８階電子書籍

ユニットと、別館の図書貸出は休止しますが、

８階点字製作、５階サービスフロア、４階会議

室、３階総務は開室します。

８月11日(土･祝)～16日(木)＝全館夏期休館。

５階サービス部と図書貸出は17日(金)まで休室。

大阪北部の地震被害について報告とお見舞い

６月18日の地震では、当館ではエレベータが

半日～１日停止、設備や雑物が少し散乱、震源

周辺の職員宅内部がひっくり返るなどの被害が

ありました。休館日だったのも幸いしましたが、

翌日は臨時休館させていただきました。被害を

受けられた皆様にお見舞い申し上げます。
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アイマスクをつけて、｢目から鱗｣の貴重な体験

｢ガイド体験会～サポートの基本の“き”｣に参加して

当館ボランティア友の会では５月29日午後、当館で毎年恒例の｢ガイド体験会｣を開催しました。

今年は、｢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、当館の花田、林田職

員の手ほどきの下、20人が参加。｢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した。当日

の様子を友の会世話人会の川添美智子さん(音声解説ボランティア)にご報告いただきました。

｢ハイ！ではアイマスクをつけてください。｣

皆がいっせいにマスクをつける。

｢では、お弁当を目の前におきます。お箸と

醤油袋がのっています。お茶は右側です。｣

手探りでそれをたしかめる。お弁当とお茶が

たしかにある。

まずお箸。ちゃんと袋から取り出せた。次に

醤油の小袋？どこを切ろうとしても切ることが

できない。

醤油は諦めて食べることにする。まず右手前

の天ぷら。ちゃんとつかめて、口に入れる。変

な舌触り。しまった！しっぽごと食べてしまっ

たらしい。そっと口から出す。

次は左側のシラスご飯。ふんわりした感触。

ちょっと混ぜて、箸ですくって口に入れる。と

ころが、箸のみ口の中に。これではご飯が食べ

られない。諦めて、天ぷらの向こうにあるとい

う煮物を探す。あれ？ほんとにあるの？

｢では、アイマスクを外して、あらためて食

べてください｣の声。やれやれ。マスクを取っ

てみると、ちゃんとあるではないか！シラスご

飯も煮物も。見えないってこういうことだった

の(トホホ)。

シミュレーションレンズを使った体験

ガイド体験では、２人１組でガイドしたり、

されたり。これは、しっかり相手につかまって

いれば、安心して歩けた。でも、もし白杖をも

って１人で歩けと言われたら、万事休す！。

いや、｢目から鱗｣の思ってもいなかった貴重な

体験をさせていただいた。

そして、改めてこの情報文化センターは音訳

と点訳など、本に関することだけでなく、リハ

ビリテーションや盲導犬の育成、貸与など、他

にもいろんなサービスを行っている施設をもつ、

視覚障害者の総合福祉センターだということも

知った。

ほんとにいい体験をさせていただきました。

有難うございました。

◆参加者のアンケート回答より◆

○障害も人によりいろいろで、それぞれに応

じたサポートが必要でまずはどのようなサポー

トをさせていただければよいのかを尋ねた方が

よいということがわかりました。

○アイマスクをして歩くのはこわかったです。

見て歩いている時は気にもとめないような地面

(床)のわずかな凸凹や車の音、人の声が気にな

り不安でした。どこを歩いているのか、どんな

状況か知りたいと思いました。自分が手引きし

た時、うまく伝えられなかったと反省です。

○(ガイド体験では)常にぶつかりそうな不安

があり、丁寧に声かけしていただくと安心に繋

がりました。

○駅などで、白杖の人を見かけても、今迄は

手引きの仕方もわからず気遅れして声かけがで

きませんでした。今後は積極的にお手伝いしな

ければと思いました。

ボランティアのページ
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７年間のボランティア友の会世話人会を終えて

一番の宝物は、沢山のお知り合いが出来たこと

点字製作係ボランティア 山本 普実雄

2011年の年初めだったと思いますが、水曜日

にいつものように８階の点字製作室で第１校正

の読み合わせをしていると後ろから、

｢山本さん、ちょっとお時間いいですか？｣と、

点字製作係職員の奥野さんの声。

｢あ、いいです。何ですか？｣

｢実は、引き受けて頂きたいお願いが有るの

ですが・・・！｣

｢どんな事でしょうか？。私に出来ることで

有れば・・・！｣

｢出来ます。出来ます。実は、友の会の世話

人をお願いしたいのですが・・・！｣

このやりとりの後、2017年までの７年間が、

あっという間に過ぎ去って行きました。最初の

年はただ何となく２ヶ月に一度、奇数月の一週

目の木曜日に、10時から11時30分まで、４階会

議室で行われる世話人会に、ただ義務感だけで

出席していたように思います。恥ずかしい話で

すが会議が行われる当日、うっかり忘れてしま

い、８階で点字の読み合わせをしていた事も一

度有りました(懺悔の意味を込めて初めて告白

します。申し訳ございません)。

２年目に入り、会計監査を務めたあたりから、

少し気持ちに変化が生まれ、積極的に取り組め

るようになり、それは諸先輩、担当職員の方々

の、１年間を通じてアットホーム感が大きかっ

たと思っています。

３年目から３年間会計を務め、６年目の2016

年から２年間、先輩の方々が長年の務めを終え、

退任されたので、世話人の中で年数だけは一番

長いという事で、力不足ですが、私が代表を務

めさせて頂くことになりました。

｢ガイド体験会｣｢施設見学会｣｢総会・交流会｣

等、友の会主催の行事について悩んだり、安堵

したり、また心配したり、色々なことが思い出

されます。

特に記憶にまだ新しい所ですが、昨年の｢施

設見学会｣で、天満天神繁昌亭へ落語を聞きに

今年３月の交流会で司会をする山本さん

行きました。前々から台風接近の為、当日天候

不安な所も有り、また皆様の体調等も有り、来

て頂けるか心配していました。が、開けてみる

と誰一人欠けることなく、予定通り全員43名の

方に参加して頂きました。私だけかも知れませ

んが、下見(これがまたほんとに楽しい)等、準

備に費やした思いも吹っ飛び、日本ライトハウ

スボランティア友の会の皆様が、何か誇らしく、

世話人冥利に尽きる一日となりました。

以前はやりたければ何年でも(逆に長い期間

で希望者がいない)という時もあったようです

が、昨年あたりから、｢多くの方に経験して頂

ければ｣という事で、基本的に２年間、お願い

しているようです。

友の会は皆様一人ひとりの力で成り立ってい

ます。職員の方から声が掛かれば、少し時間は

取られますが、ぜひ体験して頂ければと、今は

思っています。沢山のお知り合いも出来ました。

今では一番の宝物だと思っています。

私事ですが、終えてみれば楽しい７年間でし

た。指導して頂いた諸先輩、特に代表時に協力

して頂きました世話人、職員の皆様、本当に有

難うございました。

最後になりますが、これまで以上のご支援を

お願いして、支えて頂きました皆様に改めてお

礼を申し上げます。本当に有難うございました。

ボランティアのページ
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マラケシュ条約承認、改正著作権法可決、読書バリアフリー法が進行中

本誌でも時折ご紹介してきた｢盲人、視覚障害

者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行さ

れた著作物を利用する機会を促進するためのマラ

ケシュ条約｣が４月、国会で承認。続いて５月、

この条約批准に合わせた著作権法の改正が国会で

可決(施行は来年１月の予定)。さらに現在、国会

議員により｢読書バリアフリー法｣が立案されてい

ます。全視情協では、この流れにより利用対象者

の拡大が予想されるサピエ図書館への国庫補助を

行政機関に訴えており、今年度、視覚障害者等の

情報保障が大きく進む可能性が高まってきました。

朗報をご期待ください。(館長 竹下 亘)

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５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

５月分完成点字図書

16タイトル54冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

生きものにあやつられた日本と

世界の歴史(造事務所) 3冊

点:栗栖 忍 校:G校正 平野 健

NHK介護百人一首2018(NHK他) 1冊

点:松井育子 校:若林安也子

北朝鮮核の資金源(古川勝久) 8冊

点:井上ゆり子 校:平野 健

広辞苑はなぜ生まれたか(新村恭)

4冊 点:都解節子

校:G校正 平野 健

古典力(斎藤孝) 4冊

点:前田裕子

校:G校正 平野 健

酒場学校の日々(金井真紀) 2冊

点:井上眉美

校:G校正 八木光子

坂本龍馬(岡信太郎) 2冊

点:中沢由美子

校:河村牧子 木村寿子

橋詰玲子

JRニュース 2018年6月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

仕方ない帝国(高橋純子) 3冊

点:大安徹雄

校:G校正 橋詰玲子

超訳戦国武将図鑑(富増章成) 5冊

点:井上重子

校:G校正 平野 健

直接書き込むやさしい数学Ⅰ

ノート 改訂版(旺文社) 6冊

点･校:グループα

鉄鎖殺人事件(浜尾四郎) 5冊

点:橋本和代

校:G校正 宗像真李子

蟠桃の夢(木村剛久) 4冊

点:前田裕子

校:G校正 橋詰玲子

HYGGE北欧が教えてくれた、

｢ヒュッゲ｣な暮らしの秘密

(シグナ･ヨハンセン) 2冊

点:木虎真紀

校:細見康子 若林安也子

橋詰玲子

厄祓いの極意(江原啓之) 3冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝 辻野純代

よくわかる祝詞読本(瓜生中) 3冊

点:山口節子

校:G校正 丸山順介

  録 音 製 作

５月分完成録音図書

19タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

医師たちのヒロシマ復刻増補

(核戦争防止・核兵器廃絶を

訴える京都医師の会) 12:21

音:八十嶋敦子

校:岡村佳子 金井典子

編:山崎千代子

糸(大沼えり子) 6:35

音:田中恵子

校:宮 清子 本村英子

編:若槻敬子

お医者さんにもらった薬が

わかる本(関口詩乃) 5:32

音:奥 幸子

校:岡村佳子 植田美穂子

編:山下富代

屋上のテロリスト

(知念実希人) 10:00

音:有末 道

校:植田美穂子 上月直子

辻野玲子 編:阪口雅代

お坊さんが書いた 人生、

どっしりとかまえる本

(浅田宗一郎) 4:29

音:和田啓子

校:佐藤圭子 伊東晴子

編:前田元子

会計は一粒のチョコレートの中に

(林総) 5:17

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 水谷和子

町田美樹子 編:荒木良子

感 謝 報 告
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鍼灸と湯液の症例100選

(池田政一) 8:45

音･校:桃井輝子 栗本慶子

校:浜本裕子 久保洋子

編:岡村佳子

スーさんの｢ガリガリ君｣ヒット術

(鈴木政次) 4:33

音:土井賀津子 校:田中恵子

セールスウーマンが出会った

心があたたまる物語

(本郷陽二) 3:45

音:竹内清子

校:有末 道 伊東晴子

編:上月直子

天皇の音楽史(豊永聡美) 8:00

音:水野順子

校:伊東晴子 山中眞理子

荒木良子 編:町田美樹子

遠い国から来た少年2

(黒野伸一) 3:56

音:阪本由美子 校:大西祥子

鳥の不思議な生活

(ノア･ストリッカー) 14:03

音:野﨑淳子

校:浜本裕子 鳥山正彦

辻野玲子 編:川端正子

ネットフリックスの時代

(西田宗千佳) 6:46

音:坂口幸子

校:酒居よし枝 浜本裕子

編:若槻敬子

幕末証言『史談会速記録』を読む

(菊地明) 10:37

音:川勝美佐子

校:鳥山正彦 伊東晴子

編:岩谷友子

マイライフクラシック

(小杉衆一) 2:59

音:鬼頭順子

校:上田道子 辻野玲子

編:若槻敬子

無印良品が、世界でも勝てる理由

(松井忠三) 7:34

音:岩谷友子

校:酒居よし枝 荒木良子

編:八田芙未子

ラフカディオ･ハーンの

クレオール料理読本

(ラフカディオ･ハーン) 7:43

音:辻野玲子

校:上田道子 本村英子

編:岩崎千佐子

臨床というもの(藤本蓮風) 4:35

音:三上 菊

校:佐山敦子 夛田禮子

久保洋子 編:浜本裕子

平成29年度国立国会図書館

学術文献録音図書

国立国会図書館製作学術文献録音

図書目録 2016年

吉田松陰全集 第10巻

吉田松陰全集 別巻

スポーツ･健康栄養学

脳はいかに治癒をもたらすか

気･易･医の相関研究

日本庶民生活史料集成

運動機能障害症候群のマネジメント

生命の惑星

セイントとフランシスの総合外来

診療ガイド

代謝ガイドブック

痛み学

脳に効く栄養

岩波講座世界歴史 26

岩波講座世界歴史 27

スポーツ生理学

スポーツ医学 内科

太霊道及霊子術講授録 上巻

太霊道及霊子術講授録 下巻

ジストニア診療とケアマニュアル

著作権法コンメンタール 1

著作権法コンメンタール 2

岩波講座日本歴史 第1巻

岩波講座日本歴史 第2巻

岩波講座日本歴史 第3巻

岩波講座日本歴史 第4巻

岩波講座日本歴史 第15巻

岩波講座日本歴史 第16巻

岩波講座日本歴史 第17巻

学術文献録音図書作業従事者

青木千代美 荒木節子 荒木良子

有末道子 飯村紀子 石井ふみ代

石原英子 井駒多津子 伊東晴子

岩崎千佐子 岩谷友子 植田美穂子

遠藤敬子 大坂陽子 大桑久美子

岡 香代子 岡村佳子 小倉玲子

片岡珠子 桂 公子 金井典子

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

米谷治子 小森佳津子 坂口幸子

阪本由美子 佐々木マス子 佐藤圭子

佐山敦子 澤田和代 沢田玲子

志水節子 下山都夜美 白石里佳

高梨智子 髙室雅子 竹下正子

竹田佳代 夛田禮子 谷澤耀子

田主祥子 田宮恭子 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 那須由美子

西田芳美 西村郁子 二宮真里

野崎淳子 橋村惠子 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 前川祐子 前田元子

町田美樹子 松井喜美代 松浦洋子

松本紀代 三上 菊 水谷和子

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 柳本絹子 山口孝代

山田喜志子 山中真理子 山本雅子

横山時子 吉川順子 吉田典子

渡辺一枝 渡辺周子

(DAISY枚方)村川宣子 山内晶子

  プライベート製作

点字図書

エブリスタディ2017年4月号 4冊

点:塚本壽子 松井育子

校:野村惠美子 数学グループ

大阪成蹊大学 大阪成蹊短期大学

2017年度入試問題集(抜粋) 4冊

点･校:グループONE

感 謝 報 告
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｢金平糖｣第125回短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

プレリュード 楽譜点訳 1冊

点:橋本和代

校:田中伸子 辻野純代

本当にわかる為替相場

(尾河真樹) 5冊

点:待田敏彦 校:G校正

SIDE by SIDE(全文)BOOK 3

(S･J･Molinsky) 10冊

点:山口節子 校:待田敏彦

録音図書

健康太極拳規範教程(楊進他) 6:52

音:岩崎千佐子 校:渡辺一枝

編:岩崎千佐子

  定 期 刊 行 物

2018年6月号『ONE BOOK ONE LIFE』

西垣泰子 山田一弘発送:

木下正義 藤原静江 谷口伊都子

2018年6月号『読書』

デイジー版 1:01

寺下千秋 校:下山とよみ音:

板波キミ 井川倭文子発送:

宮野興子 並木昌子 宮崎ナオヨ

『アミ ドゥ ブライユ』点字版

第17号

点:梶原由美子 鴻上真理

南 佳奈 山根真紀子

『英語よもやま通信』

デイジー版2018年6月号 2:24

音 校 編:情報文化センター

「英語チーム」

伊東晴子 川端真知子 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

月号『お役立ち目録 2018年6

～世界の旅行記～』

デイジー版 0:10

寺下千秋 校:下山とよみ音:

『サイエンスかわら版』

2018年4月号 4:16デイジー版

音 校 編:情報文化センター

「 」理数チーム

大桑久美子 河原眞知子 夛田禮子

浜本裕子 福島博子 松本紀代

山本雅子

デイジー版『週刊新潮』

2018年5月3日･10日 ゴールデン◆

ウイーク特大号 10:35

飯島令子 今岡松代 上原多美子

岡村勝彦 柏木和子 加藤紀美子

上田啓子 河原真知子 川端砂代子

姜 貞眞 木村加代 黒河典子

阪本由美子 佐藤圭子 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 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

畑中法子 久富恭子 兵頭つね子

弘津千加子 福田佳代 向髙寿子

八十嶋敦子 山田啓子

編:中本和代

2018年5月17日 菖蒲月増大号 11:11◆

天江美佐子 荒木節子 池田和子

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

寺西竹子 中村洋子 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 星子鐵郎 前田元子

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5月24日号 9:38◆

飯島令子 井尻府三重 大島幸枝

大塚しづ子 大脇朱美 岡﨑節子

川添美智子 川端砂代子 姜 貞眞

坂口幸子 坂田嘉子 坂本雪枝

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

嶋林茂子 嶋津美香 鈴木恵子

武市敦子 玉置明美 田宮加代

塚本和江 坪田捷子 寺下千秋

中地淳子 中村京子 橋村惠子

濵 欣子 兵頭賢一 平田惠美子

藤山美千代 前田元子 八十嶋敦子

山田啓子 山本スズ子 山本晴代

吉田典子 吉永英子 和田啓子

和田ゆう子

編:古跡眞知子

2018年5月31日号 9:15◆

有川美津子 飯島令子 大里いずみ

大島幸枝 大塚しづ子 大森恵子

長村明子 上村裕子 川添美智子

北山真知子 久下悦子 小池雅子

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

澤田由紀 沢田玲子 嶋林茂子

関田通子 高田郁恵 武市敦子

地上博子 坪田捷子 寺下千秋

中地淳子 西岡千代子 橋村惠子

橋本順子 濵 洋一 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 松井喜美代

松浦洋子 松澤綾子 森口慶子

山本スズ子 横山栄子 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

『日経パソコン』

2018年5月号 4:46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

佐々木マス子 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

『子供の科学』

4月号 3:51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
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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 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 永崎利恵

◆５月の貸出実績

点字 193tl DAISY 3023tl

テープ 23tl

★５月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

儒教に支配された中国人と韓国

人の悲劇(ケント・ギルバート)

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)

愛しても届かない(唯川恵)

飛鳥燃ゆ(町井登志夫)

【録音図書】

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)

呑み鉄、ひとり旅(芦原伸)

招き猫神社のテンテコ舞いな

日々２(有間カオル)

大阪ストレイドッグス(長原成樹)

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 足立雅子 兄井寿美子

荒河裕子 稲葉猛雄 上ノ山禎子

後 恵子 江口不二子 大坂陽子

大西裕恵 大西順子 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

菊池雅子 木村純子 小池雅子

古賀和子 小杉洋子 小林万智子

小山妙美 澤井 稔 柴田智美

首藤博子 神保克子 角野和子

高橋美代子 髙橋由紀江 夛田禮子

田那辺優子 谷崎節子 田伏惠子

津村香順 中野龍子 中本由美

奈良典子 西川真知子 直場徳宥

野村京子 畠田幹子 林 久利

平田みどり 福島悦子 福地京子

二子石知恵 麓 孜子 古木昭子

寶田サチヱ 細井昌子 前田元子

松谷富子 松田洋子 眞野祥子

南 礼子 向井民子 森田幸子

森田 陞 安井和久 八十嶋敦子

山下喜美

５月 利用者17人 72件

ボランティア67人

『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
(ボイスぷらす)

◆上映会協力

わろう座映画体験会

｢永い言い訳｣(5月31日)

阪口雅代 鹿津直美 中村京子

那須由美子 西川真知子 松原 博

廣野美代子 藤井倫子 松永知子

◆会場誘導・グッズ販売

第9回中央区バリアフリー上映会

｢この世界の片隅に｣(6月23日)

阪口雅代 那須由美子

西川真知子 松永和子 松原 博

廣野美代子

  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

国際協力NGOとフロンティア

DAISY編集:笠松幸彦

DAISY校正:山田理子

◆マルチメディアDAISY図書

はじめてふれる日本の二十四節気

･七十二候４冬

ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:森田敏子 加藤珠子

画像・DAISY編集：加藤珠子

DAISY校正：森田敏子

音:谷澤耀子 岡 香代子

吉田典子

  パソコンサポート
(ボイスネット)

【5月実績】

5月ICTｻﾛﾝ:石川昌宏 斧田綱子

木村朱美 粟谷博子

例会:石川昌宏 伊藤 勇

斧田綱子 木村朱美

栗谷博子

訪問:三輪彰宏 萩原博子

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附

井口惠子 島 一雄 下仲順子

仙元順子 園田香代子 中津毬子

中塚公彦 中山正紀 藤枝章子

堀口京子 松井順子 渡辺典子

(敬称略をご容赦下さい)



解説放送の新指針15％以上を目指して

総務省は、放送分野における情報アクセ

シビリティの向上を図るため、字幕・解説

放送及び手話放送の普及目標を新たに定め

ました。解説放送は、2027年度までの目標

として、 ・民放広域局はこれまでのNHK

10％から15％以上( 教育は20％以上)NHK

に拡充(対象となる放送時間は、7時から24

時)。ただし対象外の番組として、5.1chサ

ラウンドや主音声に付与する隙間のない放

送番組(生放送を含む)など技術的な問題や

課題を抱えています。上記に基づき、５月

31日、｢視聴覚障害者等向け放送に関する

意見交換会｣が行われ、総務省、放送事業

者、障害者関係団体(当館の林田も委員と

して出席)が話し合いました。質の向上や

関係団体との連携、今後注目されるであろ

うオリンピックやパラリンピックに向けた

生放送のあり方なども話題となりました。

有末道さん､本村英子さんが朗読録音表彰

公益財団法人鉄道弘済会の今年度第48

回朗読録音奉仕者・西日本地区表彰を当館

ボランティアの有末道さん(朗読録音)と、

本村英子さん( 編集)が受賞されまDAISY
ひでこ

した。有末さんは約30年にわたり、専門書

多数を含む合計2,855時間余の音訳録音を

続けて来られたこと、本村さんは録音活動

に加え、約17年にわたり、専門書を中心に

1,256時間余の 編集を仕上げられDAISY

たことが高く評価されたものです。お二人

のご受賞をお祝いするとともに、今後ます

ますのご活躍をお祈りしたいと思います。

授賞式は９月14日に行われます。

チャリティコンサートのご協力に感謝

６月17日(日)、ザ･シンフォニーホールで

行った当法人のチャリティコンサートには

多数のボランティアの皆様にご来場、チケ

ット購入のご協力をいただき、ありがとう

ございました。お陰様で、川畠成道さんと

大阪市立菫中学吹奏楽部の演奏も好評を博

し、喜んでいただけました。次回もまたど

うぞよろしくお願いいたします。

あ ゆ み
【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､４人)

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)

18日 臨時休館(大阪北部地震復旧のため)

21日 日本盲人社会福祉施設大会(～22日、

下関市、竹下、山岡）

23日 中央区バリアフリー上映会(中央会館)

予 定
【７月】

３日 専門点訳｢英語点訳コース｣開講

５日 ボランティア世話人会

５日 全視情協サピエ研修会(～６日､東京)

21日 法人人権研修(鶴見事業所)

オープンデー(館内見学日､要予約)

31日 ライトハウス杯視覚障害者囲碁大会

最近の日課は、サピエ図書館のデ編 集

イジーダウンロード人気ランキング後 記

を見ること。目当ては、当館製作のシネマ

デイジー｢古畑任三郎｣です。サピエにアッ

プしてわずか10日間でダウンロード数553

件と常に上位と好調の滑り出し。全視情協

では、テレビ番組のシネマデイジー化にも

力を入れていく方針を立て、作品数を増や

していく狙いもある。作り方もよりテレビ

番組らしさを意識している。京都ライトハ

ウスの｢半沢直樹｣も好評だし、シネマデイ

ジーはまだまだ可能性を秘めている。(茂)
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