
第39巻4号2015年7月1日発行（毎月1日発行）第39巻4号2015年7月1日発行（毎月1日発行）第39巻4号2015年7月1日発行（毎月1日発行）第39巻4号2015年7月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

日本ライトハウス展～全国ロービジョン

フェア を 月 日、 日に開催2015 10 17 18

西日本最大級の視覚障害者用具・機器展示会

｢日本ライトハウス展～全国ロービジョンフェ

ア2015｣(読売光と愛の事業団共催)を、今年は

10月17日(土)・18日(日)10時から16時、難波御

堂筋ビル７階ホールで開催します。

今年は“体験しよう！最先端のＩＣＴ”をテー

マに、外出支援、視覚補助、文字認識、音声・

画像処理などに威力を発揮する注目のシステム

を紹介。パナソニックのウェアラブルカメラを

活用した遠隔援護サービスや、スマートフォン

を使って文字・色柄・紙幣を識別したり、自分

のいる場所や目的地のルートを検索できる体験

コーナーなどを設けます。

また毎年、人気の用具・機器の展示では、全

国から30数社が集まり、目の見えない方・見え

にくい方の生活を楽しく、豊かにする便利グッ

ズ、視覚補助具、点字・音声機器など合計200

点余りを出展し、一部販売します。

さらに、今年は２年ぶりにミニステージを復

活し、最新の話題や注目の情報をお届けします。

当館のボランティアをはじめ関係者の皆様に

は、ぜひお知り合いの視覚障害の方々やご家族

にお知らせいただくとともに、当日のガイドボ

ランティアとしてもご協力をお願いいたします。

桃山学院大が ヘレンケラーの手紙 を開催｢ ｣

ヘレン・ケラーが岩橋武夫の招請に応えて、

初めて来日したのは1937年(昭和12年)。その時、

彼女が書いた自筆サイン入りの手紙が78年ぶり

に発見・展示されることになったことを記念し

た講演会が７月６日(月)13:00～14:50、大阪府

和泉市の桃山学院大学和泉キャンパス２号館２

－301教室で開かれます。ヘレン・ケラーの戦

後来日時の貴重な記録映画｢青い鳥のおとずれ｣

の上映と、毎日新聞大阪社会事業団佐和宏士事

務局長と当法人關宏之常務理事の講演が行われ

ます。特にお近くの方はぜひご来場ください。

７月 日 土 は 海の日 の振替休館18 ( ) ｢ ｣

当館のボランティア活動とアルテ分館の図書

貸出は休館しますが、８階点字製作係は開室し

ます。また５階サービスフロアと４階会議室、

３階総務係は開館します。
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新メディアの製作とサピエ利用、 利用支援の伸びが明らかにＩＣＴ

過去３年間の推移2014年度の主な事業実績と、

当館では毎年５月の法人理事会で、前年度の事業報告を行っています。ここに2014年度の主な事

業実績を、過去３年間の推移とともにご紹介しますのでご確認ください。詳しくは当法人のホーム

ページ(www.lighthouse.or.jp)に順次掲載している｢事業報告書｣をご覧ください。(館長 竹下 亘)

、新規登録者は 人利用登録者は4,653人 89

2014年度の利用登録者は4,653人(大阪市・府

3,404人、その他1,249人)で、新規登録は89人

でした。しかし、市・府の障害者手帳を持つ視

覚障害者が約26,000人を数え、毎年900人前後

の方が新たに手帳を取得される中、情報サービ

スを必要とする方はもっと多いと考えています。

点字・録音図書と新メディアの製作数

項目／年度 2012 2013 2014

点字図書 261 258 248

録音図書 324 353 324

79 88 112マルチメディアデイジー等

音声解説 5 31 34

当館のボランティアが作る点字・録音図書の

製作数は全国でもトップクラスです。しかも専

門書の占める割合が高いため、タイトル数の増

減・比較では表わせない付加価値があります。

さらに音声解説や電子書籍の製作が年々着実に

増えていることも、当館ならではの特長です。

点字・録音図書の所蔵数とサピエ登録数

書庫が満杯のため蔵書は常に除籍して押さえ

ていますが、サピエに登録する点字・録音図書

は年々増え続け、全国で共用されています。

点字図書点字図書点字図書点字図書

録音図書録音図書録音図書録音図書
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項目／年度 2012 2013 2014

所 点字図書 9,066 9,585 9,474

蔵 録音図書 15,610 14,643 15,011

登 点字データ 8,298 8,615 8,903

録 録音データ 4,319 4,733 5,113

図書の借出数とサピエによるデータ利用数

項目／年度 2012 2013 2014

借 点字図書 2,609 2,541 3,111

出 録音図書 56,571 69,274 65,062

点字データ 30,267 31,009 52,011サ

ピ

録音データ 110,625 166,777 192,917エ

郵送による借出数も漸増していますが、それ

以上にサピエからのダウンロードやストリーミ

ングによる利用が大幅な伸びを遂げています。

点字図書点字図書点字図書点字図書

録音図書録音図書録音図書録音図書
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点字・録音図書の所蔵数とサピエ登録数点字・録音図書の所蔵数とサピエ登録数点字・録音図書の所蔵数とサピエ登録数点字・録音図書の所蔵数とサピエ登録数

点字図書点字図書点字図書点字図書

録音図書録音図書録音図書録音図書

点字データ点字データ点字データ点字データ
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0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2012 2013 2014

借出タイトル借出タイトル借出タイトル借出タイトル

ダウン回数ダウン回数ダウン回数ダウン回数

センターのページ
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の利用者数用具・機器相談、ＩＣＴ講習、対面

サービスサービスサービスサービス

フロアフロアフロアフロア

来館者来館者来館者来館者

対面リー対面リー対面リー対面リー

ディングディングディングディング

パソコンパソコンパソコンパソコン

Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ

講習講習講習講習

イベントイベントイベントイベント
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利用者数利用者数利用者数利用者数

項目／年度 2012 2013 2014

5,114 4,971 4,869サービスフロア来室者

対面リーディング 1,149 1,083 999

パソコンＱ＆Ａ 2,296 2,520 2,918

ＩＣＴ機器講習 413 674 671

イベント来場者 1,588 1,714 1,994

当館では５階のサービスフロアを中心に対面

リーディング、用具・機器の利用相談、パソコ

ンや電子機器の使い方講習、日本ライトハウス

展や映画会などの開催を行っています。これら

による来館・電話等の利用者数は地の利も相ま

って延べ１万件を超え、最近は特にパソコン等

ＩＣＴ機器の利用相談者が増える一方です。

ボランティア友の会主催｢ガイド体験会｣で新たな気づき

～ワークショップ｢視覚障害体験で見えること｣を実施～

６月４日の午後、ガイド体験会を行い、14人が参加しました。今年は視覚障害の方の見え方や手

引きの基本を学んだ後、アイマスクをして、視覚以外の感覚を使い、｢コミュニケーション｣｢さわ

る｣｢食べる｣のワークショップを行い、盲導犬の話も聞きました。(総務係 加治川 千賀子)

視覚障害の理解と安全な誘導について

視覚障害とは、全く見えないだけでなく、

視力が弱い、視野が狭い、視界が歪むなど

見えにくい状態も含まれ、様々な見えにく

さがあることを理解したサポートが必要で

す。視覚障害の方と安全に歩くには、半歩前

に立ったサポート側の腕を持ってもらい、サポ

ート側は二人分の幅を意識しながら歩きます。

お互いに安心できる方法を相談しながら歩くの

もいいですし、余裕ができたら景色の説明やお

しゃべりを加えると楽しく歩くことができます。

ワークショップ① 見た状況を説明しよう

最近の図書は図や表を含むものが多く、当館

のボランティアの方々も工夫し、苦労されてい

るところです。そこで、視覚障害の方に絵・写

真や地図などを説明する時、どこに注意したら

よいか体験しました。｢モナリザ｣の絵を選び、

安心した様子で説明される方。逆にフロア地図

を選んだ人は一人もなく、言葉だけで伝えるの

は難しい、と避けられたようでした。担当した

原田職員からは、ビジュアルな資料でも地図で

も｢全体→部分→細部｣の順に説明すると、イメ

ージを描きやすいというアドバイスがあり、納

得された方が多かったようです。

② さわってみようワークショップ

指先からどれぐらいの情報を得られるのか、

手触りの違う５枚のカードをさわってみました。

唯一判別できたのはふだんよく使うラガールカ

ードですが、カード残高はわかりません。｢改

札口でカード残高を聞かれた時は不思議に思い

ましたが、その理由がわかりました｣と視覚障

害の方の不自由さに気づいた方もおられました。

センターのページ
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ワークショップ③ 食べてみよう

私たちは食べ物を目と舌で味わいますが、目

を使わないと味覚はどう変化するでしょう。

フルーツゼリーを食べました。普段より無口

に周りの人も気にならず、集中して一気に食べ

ている方が多かったです。｢食べ物を口に運ぶの

が難しい｣｢目で楽しむ味わいは減ったが、かえ

って味を強く感じた｣という声がありました。

盲導犬について知ろう

盲導犬ユーザーの岡本職員から盲導犬につい

て話があり、参加者が印象深かった点は｢盲導犬

と目を合わせることで起こる危険性について｣で

した。｢盲導犬は遊びたい気持ちを抑え切れず、

仕事を忘れて目を合わせた人の元へ駆け寄って

しまい、ユーザーが思いがけないけがをするこ

とにつながります｣との説明に、熱心に耳を傾け

ておられました。

参加者はこれらの体験を通して、視覚障害の

方々への気づきがあったり、接するときのポイ

ントを理解されたようです。今後、館内や行き

帰りで生かしていただければと思います。

事業者向けワークショップも実施

今回のボランティア向けワークショップ

と並行して、５月29日、企業や団体の方を

対象に、視覚障害のお客様へのサービスや

サポートのポイントを理解していただくこ

とを目的にしたワークショップを行いまし

た。参加者は９人で、ご好評をいただきま

したので、今後も同様の企画を検討してい

きたいと考えています。

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2015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 作点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作

月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書5555

33タイトル94冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

ＪＲニュース2015年6月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

ハッピー･バースデー(A3･1枚)､

花は咲く(A3・2枚)､夢を語る

とき(楽譜、A3・5枚) 1冊

点･校:橋本和代 中村道子

辻野純代

THE LAST(岸本斉史) 2冊

点:小林陽子 校:G校正

校:都解節子

頭がいい人はなぜ､方眼ノートを

使うのか?(高橋政史) 2冊

点:加尾美千子 校:岡田允子

橋詰玲子

あの日の歌(あの日の歌製作委員会)

1冊 点:森田恵津子

校:G校正 校:加尾美千子

言える化(遠藤功) 2冊

点:川崎安恵 校:山下慧子

校:橋詰玲子

Isabelle&Isabella女の子のため

の人生のルール188(イザベル･

バサス) 1冊 点:福田真弓

校:喜多冨佐子 校:宗像真李子

美しき総理のアリバイ(浅尾忠男)

1冊 点:高橋淳子 校:都解節子

｢口をぱくぱくする｣と超健康に

なる(筒井重行) 2冊

点:華崎律子 校:G校正

校:丸山順介

元素周期表(朝日新聞社広告局)

1冊 点:木村寿子 校:清水浩子

河村牧子

原発利権を追う(朝日新聞特別報

道部) 3冊 点:浦田登志子

校:G校正 校:平野 健

三銃士の息子(カミ) 6冊

点:香田真由美 校:G校正

校:宗像真李子

釈迦とイエス真理は一つ

(三田誠広) 2冊 点:藤本義男

校:G校正 校:岡田允子

浄化の島､バリ(浅見帆帆子) 2冊

点:福田真弓 校:喜多冨佐子

校:加尾美千子

障害者市民防災提言集2013年

改訂版 3冊 点:野上満智子

校:G校正

正食クッキングスクール

［A4 18頁］初級 1冊

点:瀧田愛子 校:岡田允子

早春賦(楽譜)(吉丸一昌) 1冊

点:橋本和代 校:中村道子

辻野純代

トップシークレット･アメリカ

(デイナ･プリースト) 7冊

点:佐藤米子 校:G校正

校:宗像真李子

なぜ生物に寿命はあるのか？

(池田清彦) 4冊 点:藤田周子

校:G校正 校:平野 健

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

ニホンリスのメロウ(中丸一沙)

1冊 点:加尾美千子

校:G校正 校:福元悦子

認知症を知る(飯島裕一) 3冊

点:本条祐子 校:G校正

校:八木光子

猫の古典文学誌(田中貴子) 3冊

点:辻村惇子 校:G校正

校:丸山順介

覇道の槍(天野純希) 6冊

点:原田萬世 校:G校正

校:国本詔子

星空ぎゅいーん(長崎夏海) 1冊

点:笹川雅子 校:G校正

ボディ･ブレイン(下柳剛) 2冊

点:長田啓子 校:G校正

校:丸山順介

フルート/アンサンブル曲集

～デュオからカルテットまで～

(山口景子) 2冊

点･校:辻野純代 橋本和代

田中伸子 中村道子

ミス･エルズワースと不機嫌な隣人

(メアリ･ロビネット･コワル)

5冊 点:髙木智佳子

校:G校正 校:小林陽子

物語財閥の歴史(中野明) 4冊

点:平林隆雄 校:糸山武博

校:平野 健

吉田松陰の人間山脈(中江克己)

3冊 点:高橋淳子 校:都解節子

校:平野 健

SIDE by SIDE

(Steven J. Molinsky) 7冊

点:河村牧子 校:待田敏彦

天空の家(藤元優子) 3冊

点:前田久子 校:小林陽子

校:福元悦子

MINITALKS(広瀬孝文) 7冊

点･校:グループONE

大阪府民の謎(ご当地探偵事務所)

2冊 点:冨田京子 校:山下慧子

校:丸山順介

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書5555

17タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

NHKが危ない!(池田恵理子) 6:41

音:中野靖子 校:髙岡博子

岡 香代子 編:津川淳子

大阪人大全(高瀬甚太) 5:07

音:大西祥子 校:鈴木栄子

岡 香代子 八田芙未子

編:古跡眞知子

クラシックホテルが語る昭和史

(山口由美) 11:15

音:小森佳津子 校:寺田美枝子

三上 菊 編:浅野雅子

困ったココロ(さくら剛) 7:55

音:山口和葉 校:岩谷友子

大林 緑 北川温子

編:山下富代

サウンドとオーディオ技術の基

礎知識(坂本真一) 10:38

音:柳本絹子 校:矢切素子

時刻表タイムトラベル(所沢秀樹)

9:15 音:西村郁子 校:鳥山正彦

金井典子 編:竹下正子

すべてがわかる!｢豆類｣事典

(加藤淳監修) 10:06

音:前川祐子 校:吉田典子

嶋川真理子 金井典子

編:岡 香代子

世界文化遺産から読み解く世界史

(田中英道) 6:34 音:胸永幸子

校:後藤佳代 桂 公子

町田美樹子 編:川端正子

できる人はなぜ｢白シャツ｣を選

ぶのか(唐沢理恵) 5:45

音:松本紀代 校:田宮恭子

橋本万里 桃井輝子 川端正子

編:伊東晴子

とはずがたり下 巻3･巻4･巻5

(久我雅忠女) 24:02

音:水野順子 校:佐久間かず子

髙梨智子

母の教え(永守重信) 5:40

音:奥 幸子 校:土井賀津子

前川祐子 編:金井典子

母子避難､心の軌跡(森松明希子)

5:00 音:田中恵子

校:鈴木栄子 鳥山正彦

編:阪本由美子

まず｢できます｣と言え｡やり方は

帰り道で考えろ｡(石原和幸)4:29

音:鬼頭順子 校:小森佳津子

本村英子 編:八田芙未子

ますます眠れなくなる宇宙のは

なし(佐藤勝彦) 7:14

音:水谷和子 校:上月直子

前川祐子 編:阪本由美子

密謀(江宮隆之) 9:02

音:藤森容子 校:神野千晴

桂 公子 前川祐子

編:荒木良子

闇蝙蝠３(吉田親司) 5:40

音:前田綾子 校:伊志峰和代

濵 欣子 八田芙未子

編:浅野雅子

ユーゴ内戦後の女たち(ドラガナ

･ポポヴィッチ) 8:53

音:福池恵理子 校:小林幸子

川端真知子 西田芳美

編:岡 香代子

        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

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

宇宙のパワーと自由にアクセス

する方法(ディーパック･チョ

プラ) 5:41 音:渡辺周子

校:阪本美紀

ヘルパー利用案内(アミィ) 1:50

音･編:松田照子

聖なる風(忍田光) カセット4巻

音:眞野祥子

、新聞「赤旗」読書欄 2015年3月

4月分 4:37 音:本田睦子

校:濵 欣子

内なる敵(マイクル･Ｚ･リューイン)

12:03 音:松浦洋子
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９番目の音を探して(大江千里)

20:30 音･編:坪田捷子

サブ４達成のためのマラソン・

トレーニング(鈴木彰) 7:17

音:小林幸子 校:福池恵理子

サラリーマン劇薬人生相談(ひろ

さちや)3:40 音･編:松田照子

マゴ城の秘密(REBECCA TINKLE)

9:09 音:松本公丹子

割合で覚える和の基本

(村田吉弘) 3:56 音:松浦洋子

テキストデータテキストデータテキストデータテキストデータ

グリーンマンのマニュアル･

メディスンの原理

Fourth Edition

ｽｷｬﾝ:岩井和美 西村佐世子

ﾃｷｽﾄ化:高階秀男

エビデンスに基づく整形外科徒

手検査法

ｽｷｬﾝ:岩井和美 西村佐世子

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子

国家試験問題（解剖学生理学)

10年間解答と解説 2015年版

ｽｷｬﾝ:新田 優

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子

お金の科学

森田敏子

(雑誌抜粋)｢レコード探偵団第37回｣

｢ソフト怪獣紳士録第37回」

池尻三千子 西村佐世子

        定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物

『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 2015年6月号 2:46

音･校･編:英語チーム 伊東晴子

志水節子 辻本紀枝 中島 陸

西田芳美 西和田惠子 松浦洋子

的場操代

録音版『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』

2015年4月号 デイジー版 1:53

カセット全2巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

『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 2015年4月号 3:53

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 長田ひとみ 南浦京子

『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 2015年4月号 4:16

音･校･編:理数チーム 井駒多津子

北川温子 木村純子 竹田佳代

多田裕子 浜本裕子 横山時子

2015年6月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:02

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送= POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会

岩見明子 内間泰子 岸部歌子

隅田よし子 谷原泰子

お役立ち目録 2015年6月号お役立ち目録 2015年6月号お役立ち目録 2015年6月号お役立ち目録 2015年6月号『『『『

～アロマテラピー～』～アロマテラピー～』～アロマテラピー～』～アロマテラピー～』

デイジー版 0:09

音:本田睦子 校:濵 欣子

『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 2015年5月号 5:30

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 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 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

竹田佳代 寺田美枝子 西田芳美

二宮真理 橋本万里 浜本裕子

福島博子 松浦洋子 三上 菊

村田 光 山見順子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2015年4月23日号 9:21

荒川尚子 植田純子 大島幸枝

大塚しづ子 奥 幸子 小倉玲子

上村裕子 河合佐和子 川添美智子

姜 貞眞 岸野裕子 木村 晶

木村英子 久下悦子 阪本美紀

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

嶋林茂子 関田通子 高田郁恵

武市敦子 竹田佳代 田中洋子

中元友机子 西岡千代子 橋村惠子

羽淵雅子 浜 洋一 山見順子

吉田典子 吉永英子 和田啓子

渡辺周子

編集 古跡眞知子

2015年4月30日 9:44

荒川尚子 植田純子 大塚しづ子

奥 幸子 加茂みくり 川添美智子

岸田素子 岸野裕子 小西君子

坂口幸子 坂田嘉子 坂戸真由美

阪本美紀 阪本由美子 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 柴田智美

島 美緒 関田通子 大登晴代

武市敦子 竹田光子 田中葉子

坪田捷子 冨田久美子 中農晃子

中村京子 橋村惠子 橋本順子

羽淵雅子 浜 洋一 前田元子

松井喜美代 真見奈津子

密山一二三 八十嶋敦子

山内美貴 吉田典子 吉永英子

和田啓子 渡辺周子

編集 町田美樹子

2015年5月7日･14日合併号 12:01

井尻府三重 今岡松代 大山 猛

上原多美子 長村明子 奥田和美

岡村勝彦 柏木和子 加藤和夫

加藤紀美子 斉藤良子 坂口幸子

鈴木恵子 永井憲子 中村千賀子

中村直美 中本和代 西田文子

野村美穂子 林 由子 深津綾子

兵頭つね子 福田佳代 向髙寿子

編集 中本和代

2015年5月21日号 11:43

天江美佐子 池田和子 太田貴子

大山節子 越智真弓子 岸野裕子

北村優美子 新熊美衛子

帰村千恵 髙久俊子 詫摩多美子

寺西竹子 中村洋子 西村道子

西本美加子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 橋本嘉代子

星子鐵郎 増尾敏子 松原和子

柳内登喜子 大和澄子 和田文子

山下 豊 沢田玲子

編集 井駒多津子
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新潮音訳協力グループ:

グループN-BUN、

八幡市民図書館朗読

ボランティアサークルよむよむ、

デイジー大阪、奈良県視覚障害

者福祉センター｢草笛会｣

『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』

2015年6月号発送

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

山田一弘

     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◆◆◆◆

5/30わろう座映画体験会

「雨あがる」ご協力

加藤由美子 中嶋真弓

那須由美子 古澤満寿枝

5/23｢イマジン｣映画館上映協力

那須由美子 藤井倫子

ラジオ整理ご協力

中嶋真弓 那須由美子 平林育子

藤井倫子 古澤満寿枝

◆キネマ・アンサンブル◆キネマ・アンサンブル◆キネマ・アンサンブル◆キネマ・アンサンブル

音声解説CD(貸出用)と

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰの製作･提供

駅STATION

        マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア

ＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹ

～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5月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:酒井佐代子

◆テキストデータ◆テキストデータ◆テキストデータ◆テキストデータ

窓 昭和48年9月第43号

木原富子 新田 優

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

録音製作録音製作録音製作録音製作

小林弘子 並木昌子 堀マサ子

宮崎ナオヨ 若槻敬子

［製作数］

新刊 52タイトル(CD 422枚)

雑誌 8タイトル(1041枚)

(『英語よもやま通信 『近畿視』

情協新刊案内 『子供の科学』』

『サイエンスかわら版 『読書』』

『お役立ち目録 『週刊新潮』』

『日経パソコン ）』

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 岩井正雄

板波キミ 板谷照美 片岡忠克

木畑紀子 帰村千恵 小寺高子

清水美枝子 木村謹治 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

若槻敬子

［茨木市バラの会］

小椋美智子 永崎利恵

◆ 5月の貸出実績◆ 5月の貸出実績◆ 5月の貸出実績◆ 5月の貸出実績

点字 226tl ＦＤ 0tl

デイジー4149tl テープ 34tl

★5月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

歌と宗教 歌うこと｡そして祈

ること(鎌田東二)

雨(井上ひさし)

今この世界を生きているあな

たのためのサイエンス２

(リチャード･ムラー)

イラスト･図説でよくわかる

江戸の用語辞典

(江戸人文研究会)

【デイジー図書】

裏歌舞伎町まりあ横丁

(山谷哲夫)

そこはかさん(沙木とも子)

飛田で生きる(杉坂圭介)

ゴルゴ１３ 115 沖縄シンド

ローム(さいとうたかを)

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

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

 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  

一色和子 糸井三佐子 伊東晴子

犬塚敬彦 上ノ山禎子 後 恵子

江口不二子 大坂陽子 大島幸子

大西順子 岡崎宏美 置塩啓子

荻野珠紀 奥 幸子 奥井秀子

菊池雅子 岸田素子 北村優美子

倉都和子 古賀和子 澤井 稔

柴田智美 渋谷登与子 嶋林茂子

妹尾優香 髙久俊子 高橋節子

田那辺優子 谷崎節子 田伏惠子

寺内久美子 乕松益美 中島吉子

奈良典子 西田由美 西村與里子

野村京子 浜 洋一 福島悦子

福田嘉寿憲 福地京子 藤田佳子

麓 孜子 古木昭子 細井昌子

細見芳江 前田元子 増尾明子

待田敏彦 松谷富子 松田洋子

眞野祥子 南 礼子 宮本和子

向井民子 望月 明 森田 陞

林 勇 5月 利用者14人･64件

ボランティア57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）

【5月実績】

来館:第1回ICTサロン

石川昌宏 斧田綱子 木村朱美

高田佳直 政所 章 村上栄一

来館:第2回ICTサロン

石川昌宏 斧田綱子 木村朱美

例会:石川昌宏 伊藤 勇 斧田綱子

木村朱美 高田佳直 政所 章

村上栄一

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

森田和子様 匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)



米谷治子さんと荒木良子さんが表彰

公益財団法人鉄道弘済会の第45回朗読録

音奉仕者・西日本地区表彰を当館ボランテ

ィアの米 谷治子さん(朗読録音)と荒木

こめたに は る こ

良子さん(校正)が受賞されました。米谷さ

よしこ

んは33年・1,067時間(専門書712時間)に及

ぶ音訳活動が、荒木さんは28年・1,600時

間(同384時間)に達する校正活動が高く評

価されたものです。また奈良県視覚障害者

福祉センターの所属で、当館の録音製作で

もご協力いただいている川添美智子さんも

朗読録音の地区表彰を受賞されました。

お三方の長年のご協力に感謝するとともに

心からお祝い申し上げます。

研究者と視覚支援学校生が当館で研修

７月、当館でお二人が研修を受けられま

す。一人は台湾の呉純慧博士(Wu Chunhui、

女性､晴眼)で、当館で３日間、視覚障害者

の情報提供サービスを学ばれます。もう一

人は大阪府立視覚支援学校高等部２年の生

徒さん(点字使用)で、点字製作係を中心に

２日間、職場体験実習に来られます。お出

会いの際には、よろしくお願いいたします。

３人のベテラン職員が退職

６月末日付けで当館の職員３人が退職し

ました。清水職員は46年、船佐古職員と後

藤職員は約10年、当館の事業を支えてくれ

ました。お世話になった皆様に感謝します。

製作部録音製作係 清水賢造

同 後藤恵里奈

サービス部用具・機器担当 船佐古昇

対面ボランティアの岡本道子さんがご逝去

当館の対面リーディングサービスに長年

ご協力下さった岡本道子さんが４月に亡く

なられていたことが、ご子息のご連絡で分

かりました。岡本さんは地元の朗読グルー

プで活動するかたわら、1998年から15年間

当館で活動され、2002年から2007年には友

の会の世話人としてもお力添え下さいまし

た。長年にわたるご協力に心から感謝する

とともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

先月号の本欄でご助成のご【お詫び】

報告をした公益財団法人一ツ橋綜合財団の

代表理事、相賀昌宏様の肩書とお名前が誤

っておりました。深くお詫び申し上げます。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【６月】

３日 近畿視情協総会

４日 ボランティア友の会ガイド体験会

５日 見学：点訳ボランティア｢ルレット｣

12日 見学：甲賀市視覚障害者福祉協会

18日 全視情協総会･新任施設長研修会

(～19日､東京､竹下)

25日 日本盲人社会福祉施設協議会･全国大会

(～26日､福島市､竹下､久保田)

27日 視覚障害リハビリテーション研究発表

大会(～28日､福島市､岡田､久保田､

花田､瀧沢)

予 定予 定予 定予 定

【７月】

２日 ボランティア友の会世話人会

11日 オープンデー(館内見学日、要予約)

28日 日本ライトハウス杯視覚障害者囲碁大会

30日 全視情協サピエ研修会(～31日、玉水)

視覚障害者の食事のサポート実習編 集編 集編 集編 集

で、幼時から全盲の方が｢晴眼者が後 記後 記後 記後 記

料理を目で確かめ、楽しむのと同じように、

私は一皿一皿鼻を近づけ、匂いで料理を識

別し、楽しみを膨らませている｣と言われ

て目から鱗。五感の内、視覚が使えなけれ

ば、聴覚、触覚、味覚だけでなく、嗅覚も

駆使するのは当然ですね。視覚依存過多の

私ももっと他の感覚も磨かなくては！(竹)
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