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掲 示 板

災害発生時の｢臨時休館｣について

当館では、大阪北部地震発生翌日の６月19日

(火)に続いて、記録的な大雨に襲われた７月６

日(金)と７日(土)、臨時休館し、対応可能な電

話やメールを除いて館内サービスとボランティ

ア活動を休止させていただきました。地震の際

はエレベータが止まるなど、翌日の業務の見通

しが立たなかったこと、大雨の際公共交通機関

の運休により、職員やボランティア、利用者の

来館・帰宅が危ぶまれたことが主な理由です。

気象警報発表時の臨時休館について、当館で

は以下の規定を設けていますが、それでは対応

できない自然災害が相次いでいます。今後、規

定に当てはまらない大きな災害が起きた場合は、

来館前に当館のホームページをご覧いただくか、

電話でお問い合わせ下さるようにお願いします。

h t t p : / / w w w .l i g h t h o u s e . o r . j p / i c c b /

代表電話 ０６－６４４１－００１５（非常

時には可能な限り、留守電で情報を流します)

◆「警報」発表時の館内サービス休止規定

当館では、大阪市内に｢暴風警報｣か｢特別警

報｣が出た場合、以下のように｢館内サービス｣

とボランティア活動を休止させていただきます

(職員は可能な限り出勤し業務を行います)。

①午前７時現在、大阪市内に暴風警報か特別

警報が出ている場合＝午後１時まで休止

②午前10時現在、出ている場合＝全日休止

③午前10時以降に出た場合＝出た時点で休止

④その他、館長が危険と判断した場合は休館

することがある。

Ｖ友の会施設見学会は神戸アイセンターへ

今年のボランティア友の会施設見学会は10月

29日(月)10時15分から神戸アイセンター・ビジ

ョンパークを見学した後、近くのホテルでラン

チバイキングを楽しみます。参加対象は当館ボ

ランティア。詳細(申込受付)は次号10月号で。

８月～９月の休館日について

８月11日(土)～16日(木)＝全館休館。５階

サービスフロアと図書貸出は17日(金)まで休室。

９月15日(土)＝製作部の全係(６､７､８階)と

図書貸出(アルテ別館)は休室。

９月22日(土)＝メディア製作センターデイジー

ユニット(７階)と電子書籍ユニット(８階)休室。

◆｢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

“触”の達人、小原二三夫氏が各地で活躍
しょく おばら ふ み お

当館点字製作係職員で、触って読む・見る・

作ることの達人、小原二三夫氏の講演や作品展

がこの夏、各地で行われます。

近畿視情協点字製作委員会講演会｢触欲から

21触力へ～表現者・鑑賞者の立場から｣＝８月

日(火) 時～ 時、当館４階会議室。参加費14 16

円(近畿視情協会員は無料)。参加申し込みは、500

電話 の近畿視情協事務局まで。06-6441-0015

兵庫県立美術館:アーティスト･トーク＋対談

15｢触覚が生み出す作品とは｣＝９月１日(土)

時～ 時。入館料一般 円。同館恒例の｢美17 500

術の中のかたち～手で見る造形｣展、｢触りがい

のある犬～中ハシ克シゲ｣の関連事業。お問い

。合わせは、電話 の同美術館まで078-262-0901

｢手が生み出す木彫の世界～手で見る小原二三

夫、目で見る桒山賀行｣＝(６月から) 月７日10
くわやまがこう

(日)まで毎月第１週の土・日、山梨県北杜市の

GAKOU八ヶ岳高原清里の森彫刻ギャラリー

(ガコウ)。小原氏の木彫作品 点と、小原氏13

の師である彫刻家桒山氏の作品を展示。維持

300 0551-48-協力金 円。お問い合わせは、電話

の清里の森管理センターまで。3151

｢松鶴生誕百年祭｣に笑福亭伯鶴さんが出演
しょかく はっかく

、｢六代目笑福亭松鶴生誕百年祭～笑福亭直系

勢ぞろいか!?｣が９月７日(金)～９日(日)の３

日間(開演18時30分)、天満天神繁昌亭で開かれ

ます。松鶴師匠門下の20人が日替わりで出演。

９日の仲入り後に、当館の長年の利用者でも

ある笑福亭伯鶴さんが出演します。チケットは

前売4,000円(当日4,500円)。お問い合わせは、

電話06-6352-4874の天満天神繁昌亭まで。

｢川島昭恵語りＣＤ～新美南吉＆宮澤賢治｣発売

東京を中心に活躍している全盲の語り部、川

島昭恵さんのＣＤが発売されました。新美南吉

｢手袋を買いに｣、宮澤賢治｢虔 十公園林｣他を
けんじゅう

収録。個性豊かな語り口が魅力です。定価2,808

円＋送料。お申し込みは、電話03-3200-1310の

東京ヘレン・ケラー協会点字出版所まで。川島

ouさんの語りの一端はインターネットの“Y

”で見ることができます。Tube

｢灯友会｣バザーが９月７日・８日開催
とうゆうかい

当法人の後援会｢灯友会｣の毎年恒例のバザー

が９月７日(金)と８日(土)、４階会議室で開か

れます。掘出物多数。収益は盲導犬育成に寄付

されます。ご来館の際はぜひお立ち寄り下さい。

“耳で読む読書の歓びと悲しみ”を伝えて30年

｢対面リーディングの難所物語｣の二村 晃さんがご逝去

、 、30年近く、当館の対面リーディングや録音図書を利用されるとともに “音訳”について適確で

。貴重な助言を与え続けてくださった二村 晃 さんが６月末、老衰のため87歳で逝去されました
ふたむら あきら

二村さんは大手広告代理店で活躍されていましたが、網膜色素変性症が進み、50代で当館に相談に

来館。サービス責任者だった盤井哲男職員の助言で白杖歩行の訓練を受け、音声パソコンや対面
いわい

、リーディング、録音図書の利用を始められました。読書家で、国語力に秀でておられたことから

当館の『対面リーディング通信』に1993年から｢対面リーディングの難所物語｣の執筆をお願いし、

それを元に2010年には｢耳で読む読書の世界～音訳者とともに歩む｣を出版。｢難所物語｣の連載は

2017年まで142回も続きました。多くのボランティアと視覚障害者から慕われた二村さんを偲ん

で、2012年掲載の第68話｢漢字の注釈をどう入れる？｣を掲載します。(館長 竹下 亘)

私が、文字を自分の目でなく耳で読むように

なって、そろそろ25年になります。

今回は耳で読む読書について、年寄のよもや

まばなしを聞いて頂けますか？

耳で読むということは、重い本を手に持つ負

担もなければ、ページを繰る手間もなく、至極

楽チンなものです。真っ暗闇でも、目を閉じて

いても、読むことができるのです。

センターのページ
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と言っても、耳で読むのが、目で読むのに及

ばない決定的な違いがあります。それは、読む

スピードです。耳で読む時間は、目で読む時間

の３倍以上もかかります。音訳の最適速度は一

分間に300字が標準とされています。私も黙読

の場合なら、８百字から１千字は軽くこなして

いたのですから、読書量がグンと落ちるのは止

むを得ません。

しかも、手続きは厄介で、制約もいろいろと

あります。読みたいものを読む対面読書の場合

には、まず音訳ボランティアの目を借りて文字

を拾い、まとまった文章を声に出して届けて頂

いて、やっと私の耳が読むことができるのです。

図書館の対面読書室を押さえて、音訳ボラン

ティアさんをその日に予約し、私を図書館まで

運んでくれるカーヘルパーも、前月末に頼んで

おかねばなりません。

このところの私は体調が悪く、月一回出かけ

るのがやっとで、エッセー教室の作品を読むの

が精一杯です。カミさんに頼めば予約は不要で

すが、家事の合い間をみて２時間のまとまった

時間を取るのは不可能で、30分か１時間のコマ

ギレになってしまいます。朝の新聞の連載小説

か、スポーツ面のタイガース勝利の記事を読む

のがやっとなのです。

対面読書でなく、テープやＣＤの図書を耳で

読む場合には、家で待っておればいいので身体

は楽ですが、あてがわれたものが殆どで、直ぐ

に読みたいものとはかぎりません。

それに、音訳者が対面に居ないので、耳で読

む私は最大の難所に悩まされることになります。

難物は日本語の同音異義語、これが行く手を阻

むのです。

お手上げなのが、固有名詞の漢字です。｢カ

ワベ｣といわれても、川辺か、河辺か？川部と

いうのもありますし、旧漢字を使って、川邊と

書く人もいます。

、 、では 『吉田篤弘』という著者名。この漢字
あつひろ

あなたならどう伝えて頂けますか？

｢ダイキチのキチ、タンボのタ、ニンジョウ

がアツいという意味の字、コウボウダイシのコ

ウ 『群像』の書評欄では、こんな具合に読ま」。

れました 『吉田』は注釈は不要ですが、｢人情。

にアツい｣と聞いて、まずは｢厚い｣が浮かびま

す。国語の素養のある人でないと｢篤い｣は出て

こないでしょう。ここは、｢タケカンムリにウ

マ、トクジツのトク｣と、言って下さい。篤実

の『篤』が簡単に出ます。｢コウ｣も字の形で、

｢ユミヘンにムで、コウボウダイシのコウ｣と念

を押せば 『弘』も大丈夫でしょう。、

新刊書紹介記事で、著者名や書名を音訳なさ

る時は、同音の漢字はないか、耳で読んですぐ

に書くことができるか？ そんなことをちょっ

と考えて、注釈を入れて下さいね。

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６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

６月分完成点字図書

21タイトル70冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

易経陰の巻(竹村亜希子 他) 4冊

点:中川春美

校:山下慧子 平野 健

オカリナで奏でるクリスマス

ソング(Nami編曲) 1冊

点･校:コモド･8F

楽譜をまるごと読み解く本

(西村理 他) 4冊

点:塚本紀子

校:G校正 鴻上真理

50代からしたくなるコト､なくて

いいモノ(岸本葉子) 3冊

点:古本扶美子

校:川崎安恵 山下慧子

加尾美千子

最高の空港の歩き方(斉藤成人)

3冊 点:清水浩子 校:G校正

シネマデイジー目録 1冊

点:雪岡加奈子 校:瀧田愛子

JRニュース2018年7月号

(交通新聞社編) 3冊

点･校:金曜日グループ

自分にしかできないことは

なんだろう(越智光夫) 2冊

点:小泉憲一

校:藤田比呂子 橋詰玲子

鍼灸医学序説(高島文一) 5冊

点:東洋医学ﾁｰﾑ 校:G東医

人生が変わる洗顔(米沢房昭)

2冊 点:南 佳奈

校:G校正 丸山順介

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

生理学からみた鍼灸効果研究の

現在(杉晴夫) 3冊

点･校:G東医

喪失の戦後史(平川克美) 3冊

点:辻 志津江

校:G校正 平野 健

竹虎四代目への道(山岸義浩) 2冊

点:深尾優子

校:黒堀比佐子 橋詰玲子

ちゃちゃっと美味しいワイン

おつまみ(エイ出版社編集部編)

1冊 点:永薮直子

校:G校正 橋詰玲子

超鍼灸法(山本敏男) 6冊

点･校:G東医

｢なんでやねん｣を英語で言え

ますか?(川合亮平) 2冊

点:池田園子

校:G校正 篠原苑子 有光美穂

25グラムの幸せ

(М･ヴァケッタ他) 3冊

点:雪岡加奈子

校:G校正 平野 健

人間百種百人百癖(堀内新泉) 4冊

点:藤田比呂子

校:G校正 平野 健

ビジョナリーカンパニー

(Ｊ･Ｃ コリンズ他) 9冊

点:青松清子

校:G校正 丸山順介 待田敏彦

リス(Ａ･キム) 8冊

点:松下柳子

校:渡辺節子 平野 健

米朝首脳共同声明の全文

(日本経済新聞社発行) 1冊

点:高橋世貴子 校:田中陽子

学校教材

＊地域の小・中学校で学ぶ児

童･生徒用の点字教科書を2018

年度前期分として以下の通り

製作していただきました。ご協

力に心から感謝申し上げます。

小学校６校･18教科･計7407頁

中学校３校･７教科･計7263頁

【小学校】

小学社会 3･4年 上 30年度 348頁

ﾃﾞｰﾀ修正:篠原苑子

小学社会 5年 上 30年度 611頁

ﾃﾞｰﾀ修正:中野龍子

小学書写 三年 30年度 119頁

ﾃﾞｰﾀ修正:乙訓点訳サークル

小学書写 4年 30年度 138頁

点･校:乙訓点訳サークル

小学書写 五年 30年度 137頁

点･校:乙訓点訳サークル

小学道徳 3年 生きる力 30年度

220頁

点:辻野純代 校:中野龍子

小学道徳 3年 生きる力 ノート

30年度 47頁

点:辻野純代 校:中野龍子

小学道徳 4年 生きる力 30年度

250頁

点:野崎功子 校:篠原苑子

小学道徳 4年 生きる力 ノート

30年度 47頁

点:野崎功子 校:篠原苑子

新編 新しい国語 一年 上

30年度 142頁

ﾃﾞｰﾀ修正:青松清子

新編 新しい国語 三年 上

30年度 710頁

ﾃﾞｰﾀ修正:藤井恵美子

新編 新しい国語 四年 上

30年度 357頁

ﾃﾞｰﾀ修正:西岡貴美子

新編 新しい国語 五年 30年度

735頁 ﾃﾞｰﾀ修正:笹川雅子

新編 新しい生活 一年 上

30年度 171頁

ﾃﾞｰﾀ修正:辻野純代

新編 たのしい理科 4年 30年度

470頁 ﾃﾞｰﾀ修正:福元悦子

みんなと学ぶ小学校算数 4年 上

30年度 377頁

ﾃﾞｰﾀ修正:大阪YWCA点字子ども

図書室

みんなの道徳 5年 30年度 616頁

点:田中真理子 校:松井育子

わくわく理科 3年 30年度 499頁

ﾃﾞｰﾀ修正:河村牧子

わくわく理科 プラス 3年 30年度

83頁 ﾃﾞｰﾀ修正:河村牧子

わくわく理科 5年 30年度 1104頁

点:河村牧子 山本普実雄

校:木村寿子

わくわく理科 プラス 5年

30年度 226頁

点:河村牧子 山本普実雄

校:木村寿子

【中学校】

SUNSHINE ENGLISH COURSE 2年

30年度 798頁

点 校:有光美穂 坂和員子

杉島貴子 西岡貴美子

新編 新しい技術･家庭 技術分野

30年度 1264頁

ﾃﾞｰﾀ修正:松井順子

新編 新しい国語 中2 30年度

1237頁

点:野村惠美子 林 さゆり

点 校:笹川雅子 藤井恵美子

新編 新しい数学 中2 30年度

802頁 点･校:大阪YWCA点字

子ども図書室

新編 新しい保健体育 30年度

923頁

ﾃﾞｰﾀ修正:乙訓点訳サークル

美術 2･3年 30年度 365頁

点:清水浩子 校:木村寿子

未来へひろがるサイエンス 2年

30年度 1359頁

点:浜田史子

点･校:糸山武博 鴻上真理

未来へひろがるサイエンス

マイノート 2年 30年度 515頁

点:糸山武博 浜田史子

校:糸山武博 鴻上真理
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  録 音 製 作

６月分完成録音図書

26タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

あなたの人生は｢選ばなかったこと｣

で決まる(竹内健蔵) 8:20

音:森口慶子

校:宮 清子 本村英子

編:八田芙未子

１時ですがおやつです！

(原田年晴 他) 1:13

音:下山とよみ

校:濵名あきよ 鈴木惠子

金井典子 編:柳本絹子

大阪のおばちゃんの人生が変わる

すごい格言一〇〇(森綾) 1:52

音:岩谷友子

校:野﨑淳子 町田美樹子

編:羽淵雅子

カラス屋の双眼鏡(松原始) 9:50

音:嶋林茂子

校:辻野玲子 伊東晴子

編:上月直子

関西経済人(佐藤一段) 7:54

音:谷澤耀子

校:岡 香代子 髙岡博子

山下富代 編:下山とよみ

子ども食堂をつくろう!(豊島子ども

WAKUWAKUネットワーク) 5:51

音:坪田捷子 校:志水節子

財布はいますぐ捨てなさい

(金川顕教) 3:10

音:大坂陽子

校:嶋林茂子 寺下千秋

編:若槻敬子

三匹の守役(小林典雅) 6:20

音:山口和葉

校:久保洋子 岩谷友子

平田佳子 土井賀津子

編:松本紀代

実践!!瞑想の学校

(ネルケ無方 他) 7:06

音:岡 香代子

校:谷澤耀子 郡 薫

本村英子 編:羽淵雅子

｢ジブリワールド｣構想

(秋葉賢也) 4:15

音:那須由美子

校:宮 清子 小倉玲子 本村英子

編:寺下千秋

船場大阪を語りつぐ(前川佳子)

20:30 音:石原英子

校:野村昭子 久保洋子

金井典子

編:岡 香代子

田中角栄最後のインタビュー

(佐藤修) 8:07

音:郡 薫

校:下山とよみ 植田美穂子

編:濵 欣子

投資なんか､おやめなさい

(荻原博子) 6:55

音:松井喜美代

校:橋本順子 上月直子

脇本登志子 編:山崎千代子

Very Good Lives(J.K.Rowling)

0:38 音:小林幸子

校:福池恵理子 志水節子

西田芳美 編:山崎千代子

招き猫神社のテンテコ舞いな日々3

(有間カオル) 6:34

音:辻野玲子

校:吉田典子 八田芙未子

編:若槻敬子

桃太郎が語る桃太郎

(クゲ ユウジ) 0:32

音:二宮真理

校:八十嶋敦子 寺下千秋

編:吉川順子

悠々として､人生を降りる

(川北義則) 4:10

音:倉富重雄

校:下山とよみ 阪越紀子

編:本村英子

  プライベート製作

点字図書

ARE YOU AN ECHO?

(Misuzu Kaneko) 1冊

点:河村牧子 校:待田敏彦

宇宙戦艦ヤマト2199星巡る方舟

(豊田巧) 5冊

点:永薮直子 校:糸山武博

大阪大学 平成30年度学生募集

要項(一部のみ)(大阪大学) 1冊

点:池田園子 校:奥村純子

回復の喜び 参加者ガイド1

(Ｊ･ベーカー) 1冊

点:野村惠美子 校:G校正

回復の喜び 参加者ガイド2

(Ｊ･ベーカー) 1冊

点:野村惠美子 校:G校正

金融危機と恐慌(関野秀明) 6冊

点:福元悦子

｢金平糖｣第126回 短歌サロン 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

脳スッキリ!!ナンプレ簡単202

(Conceptis) 1冊

点:高橋淳子 校:G校正

録音図書

My Revolution(楽譜) 0:30

音:長井純子

一般臨床医学(奈良信雄) 16:58

音･編:小林加代子

サムライトレーニング(加瀬建造)

4:04 音･編:坪田捷子

詩集 みちしるべ(浅田小陽子)

1:12

音:渡邊周子 校:濵 欣子

時報平成29年10月号(造幣局)

1:14 音:外園朝代

誰が日本の労働力を支えるのか?

(寺田知太 他) 5:35

音･編:髙橋由紀江

ひとりぽっちをつくらない

(勝部麗子) 4:23

音:植田美穂子

校:有末 道 編:植田美穂子

標準失語症検査補助テスト

マニュアル(日本高次脳機能

障害学会) 6:36

音･編:古谷あや子

校:佐藤惠子 遠藤富子

ふとん乾燥機 カラリエFK-C2

取扱説明書 0:33

音･編:坪田捷子

感 謝 報 告
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  定 期 刊 行 物

2018年7月号『ONE BOOK ONE LIFE』

西垣泰子 山田一弘発送:

木下正義

2018年7月号『読書』

デイジー版 1:09

下山とよみ 校:寺下千秋音:

板波キミ 井川倭文子発送:

並木昌子 宮崎ナオヨ

『英語よもやま通信』

デイジー版2018年7月号 2:22

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 志水節子

中島美穂 中原尚子 野﨑淳子

前田元子 的場操代 脇本登志子

『サイエンスかわら版』

2018年5月号 4:04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 小倉玲子 金井典子

久保洋子 橋本万里 溝渕久美子

目連雅子

月号『お役立ち目録 2018年7

～ 年本屋大賞と新井賞～』2018

デイジー版 0:11

下山とよみ 校:寺下千秋音:

デイジー版『週刊新潮』

2018年6月7日号 9:05◆

今岡松代 岡村勝彦 柏木和子

上田啓子 河原眞知子 木村加代

正田潤子 竹村京子 田野瀬潔子

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 福田佳代

編:中本和代

2018年6月14日号 9:28◆

上原多美子 大橋恵子 長村明子

上村裕子 姜 貞眞 北山真知子

坂口幸子 阪本由美子 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 地福延代

鈴木恵子 武市敦子 寺下千秋

永井憲子 西岡千代子 林 由子

兵頭賢一 向髙寿子 八十嶋敦子

山田啓子 山本スズ子 吉田典子

編:小森由紀子

2018年6月21日 早苗月増大号 11:17◆

荒木節子 岩谷友子 太田貴子

越智真弓子 北村優美子 帰村千恵

清水百世 新熊美衛子 髙久俊子

詫摩多美子 田渕浩子 寺西竹子

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 星子鐵郎

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6月28日号 9:22◆

有川美津子 飯島令子 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

小倉玲子 上村裕子 川添美智子

川端砂代子 姜 貞眞 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 嶋林茂子

嶋津美香 関田通子 玉置明美

田宮加代 地上博子 塚本和江

坪田捷子 寺下千秋 橋村惠子

橋本順子 濵 洋一 兵頭賢一

平田惠美子 弘津千加子 藤山美千代

前田元子 松井喜美代 松浦洋子

吉田典子 和田啓子 和田ゆう子

編:古跡眞知子

◆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6月号 4:38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』

5月号 3:30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

  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

｢移民国家日本｣と多文化共生論

DAISY編集:笠松幸彦

DAISY校正:加藤珠子 山田理子

◆マルチメディアDAISY図書

トミーが三歳になった日

ｽｷｬﾝ:池尻三千子

ﾃｷｽﾄ化:木原富子 佐藤久子

DAISY編集:越智真弓子

DAISY校正:森田敏子

音:東 佳子 飯村紀子

大学受験のための小説講義

ﾃｷｽﾄ化:森田敏子 吉田典子

DAISY編集:足立佐紀子

DAISY校正:森田敏子

音:浜本裕子 吉田典子

さんぽにいこうよ

ｽｷｬﾝ:千徳節子

ﾃｷｽﾄ化:木原富子 千徳節子

DAISY編集:松田恵美 加藤珠子

画像･DAISY校正:加藤珠子

感 謝 報 告
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床下の小人たち

DAISY音声編集:加藤珠子

音:新熊玲子 吉川順子

空をとぶ小人たち

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子 新田 優

DAISY編集:酒井佐代子

DAISY音声編集:足立佐紀子

DAISY校正:笠松幸彦

音:新熊玲子 吉川順子

◆プライベート製作

例解新国語辞典

岩井和美 池尻三千子 永薮直子

中川幸子 佐藤久子 平林隆雄

千徳節子 木原富子 新田 優

西田恵美子

阪神梅田本店建て替え第一期棟

オープンGUIDE BOOK＆FOOD

FLOOR NEWS

永薮直子

みんなが欲しかった！社労士合格

のツボ択一対策

森田敏子 加藤珠子

経穴主治症総覧

中川幸子 森 美恵子 軒原 修

永薮直子 池尻三千子

岩井和美 西村佐世子

館内お手伝い   

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

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］ 堀林美智子

◆６月の貸出実績

点字 220tl DAISY 3453tl

テープ 40tl

★６月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

あなたのためなら死んでも

いいわ(水沢都加佐)

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)

大阪の秘密(博学こだわり倶楽部)

おじさん仏教(小池竜之介)

【録音図書】

風穴屋旋次郎(友野詳)

天上の音楽(木崎咲季)

使用人たちが見たホワイト

ハウス(K・A・ブラウワー)

なぜ関空に世界中からがん患者

が集まるのか？(堀信一)

  音 声 解 説
(ボイスぷらす)

◆シネマ・デイジー

｢警部補 古畑任三郎 1st season

第一話 死者からの伝言｣

台本制作・編集：

古澤満寿枝 平林育子

ナレーション：古澤満寿枝

「フリーダム・ライターズ」

台本制作・ナレーション：

那須由美子

 対面リーディング  

秋本直美 兄井寿美子 池本滋子

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 大村登子 岡﨑節子

荻野珠紀 奥井秀子 奥西規代子

片山紀子 金井典子 神谷考子

河上千鶴 香西麻里子 古賀和子

小林万智子 小山妙美 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 夛田禮子 田那辺優子

田伏惠子 中西淳子 中本由美

奈良典子 直場徳宥 野村京子

畠田幹子 林 久利 弘津千加子

藤田佳子 麓 孜子 古木昭子

寶田サチヱ 細井昌子 本荘一子

前田元子 増尾明子 増山多惠子

待田敏彦 眞野祥子 南 礼子

宮本和子 向井民子 望月 明

森田幸子 安井和久 八十嶋敦子

山内一子 山内紀代子 山下喜美

山田栄利子 米田るみ子

６月 利用者18人 73件

ボランティア65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)

【6月実績】

6月ICTｻﾛﾝ:伊藤 勇 斧田綱子

木村朱美

例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 阪本敏弘

訪問:村上栄一 原木 眞

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附

おはなしグループ｢ひばの木｣

HARVEY PAUL A.S.(2件)

青木惠子 猪飼 滋 磯崎布佐子

中務光人 野中健一 南山美智子

村地 牧 山口孝代 湯川欣晃

匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)

感 謝 報 告



７月から｢視覚障害｣の認定基準が見直し

本年７月から、｢視覚障害｣に関する国の

身体障害者手帳の認定基準が変わりました。

｢視力障害｣については、これまでの｢両眼

の視力の和で認定｣から｢良い方の眼の視力

、で認定｣に見直し。｢視野障害｣についても

中心暗点や周辺残存視野などへの評価が明

記されるなど基準が明確化され、従来より

も日常生活の不便さに即した障害認定が行

われることが期待されています。詳細は各

自治体の障害福祉課へお尋ねください。

８階製作部フロアの地震対策を完了

当館の本館と別館内の背の高い書庫や

棚は、地震の際も倒れないように壁に固定

したり、什器同士で支える工事を施してあ

りますが、整備が遅れていた８階製作部

(点字製作係と電子書籍ユニット)の什器の

固定を７月初旬に行いました。６月18日の

大阪府北部地震の際は、両館とも少し物が

滑り落ちた程度で済みましたが、今後も油

断は出来ません。特に本館では、最近数年

間で模様替えした場所など、地震対策が不

十分な箇所を続けて整備して行く予定です。

｢アミ･ドゥ･ブライユ｣のご支援に感謝

当館発行の子ども向け点字雑誌｢アミ・

ドゥ・ブライユ｣へのご寄附が続き、指定

寄附だけで20人近くの方からご厚志を賜り

ました。同誌は現在111部を発行し、全国

の子どもや学校に送っています。点字を読

む子ども達の読書に対するご理解とご支援

に、心から感謝を申し上げます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ボランティア友の会世話人会報告

7月5日(木)10:00～12:00

出席者:小倉､川添､小泉､橋本､増尾､三原､

雪岡､館から林田､松井

<館からの報告>

 災害時の臨時休館はＨＰで確認を、他

<協議事項>

 ガイド体験会の反省

 施設見学会の検討

<次回> ９月６日(木)10:00～11:30

あ ゆ み
【７月】

５日 ボランティア世話人会

12日･19日 見学:大阪赤十字病院

17日･26日 見学:平野区人権啓発推進員

21日 オープンデー(１人)

31日 ライトハウス杯視覚障害者囲碁大会

予 定
【８月】

１日 日盲社協･情報機器等支援者講習会

(～３日､岡田､松本)

２日 視覚支援学校生･職場体験(～３日)

11日 夏期全館休館(～16日｡５階サービス

フロアと図書･情報係は17日まで)

31日 わろう座｢警部補 古畑任三郎｣

【９月】

６日 ボランティア世話人会

８日 オープンデー(館内見学日､要予約)

14日 朗読録音地区表彰式(ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪)

15日･22日 振替休館日(一部休室。詳細は

本誌１頁掲示板をご確認ください。)

暑い毎日が続いていますが夏バテ編 集

されていませんか？夏風邪がすっ後 記

きり治らない私は、夕食につゆむらさきの

ポタージュを作ろうとしましたが、ご飯が

余っていたので、つゆむらさきの牛乳おか

ゆにアレンジ。山芋のすりおろしも入れて、

少しまったりさせました。食欲のないとき

は、夏野菜を胃腸にやさしく調理して、

十分に睡眠をとりましょう。まだまだ暑さ

の続くこの夏を乗り越えたいです （一）。
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