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掲 示 板

｢視覚的資料と専門書の音訳技術研修会｣を

全国４ヶ所で開催

当館では、関西をはじめ全国各地の音訳ボラ

ンティアを対象とした｢視覚障害者向け録音図

書製作のための視覚的資料および専門書の音訳

技術研修会｣(２日連続)を企画し、今年度後半、

大阪市を皮切りに仙台市、福岡市、東京都の４

ヶ所で開催します。今日、電子書籍やオーディ

オブックの出版が広がる中、音訳ボランティア

と録音図書に期待される役割は、図、表、グラ

フ、イラスト、写真等の視覚的資料、および教

科書・教材をはじめとする専門書の比重が増し

ていくことが予測されます。そこで、当館の録

音製作で培われてきた音訳技術を各地の音訳ボ

ランティアと共有し、専門音訳者の養成と専門

音訳資料の拡大を図ることを目的として、この

研修会を行います。講師は、当館音訳ボランテ

ィアの久保洋子、木村純子、福島博子の３氏と、

久保田文部長、竹下館長。大阪は12月10日～11

日、当館で開催。申込は11月初旬まで受けつけ

ていますので、応募要項を当館電子書籍係(06-

6441-1035)の瀧沢までお申し込みください。

近畿視情協Ｖ研修会で竹下館長が講演

近畿視情協(近畿視覚障害者情報サービス研

究協議会)の今年度ボランティア・職員研修会

が12月２日(水)10時～16時、玉水記念館で開催

されます。午前は、当館竹下館長の講演｢電子

書籍時代に求められるボランティアの役割｣。

午後は分科会で、点訳は｢点字サイン｣について、

録音は｢対面サービス｣などについて研修。参加

無料。希望者は各係の職員へお申し込み下さい。

盲導犬訓練所の施設見学会、残席わずか！

ボランティア友の会では、日本ライトハウス

盲導犬訓練所(千早赤阪村)の施設見学会の参加

者を募集中。貸切バスで往復できる滅多にない

機会ですので、今すぐお申し込み下さい。

日時 11月16日(月)10:00～15:00

集合 9:50、ろうきん前(肥後橋10番出口)

参加費 3,000円(バス代、お弁当代)

申込 至急、当館３階総務係(06-6441-0015)

まで。定員になり次第締切となります。

11月３日(火)＝祝日の11月の休館について

ため全館休館します。その他は暦通りです。
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さらに前へ！“情報共有社会”の実現を目指して

日本点字誕生１２５年の到達点

視覚障害者にとって“唯一の文字”と言える点字。日本の点字が1890(明治23)年に翻案されてから今年

の11月１日で125年を迎えます。日本点字誕生125周年を記念して、点字黎明期の逸話をご紹介し、点字に

込められた思いと果たした役割、そしてこれからの目標を共に考えたいと思います。(館長 竹下 亘)

点字は盲人の目なり～点字翻案に込めた思い

フランスのルイ・ブライユが1825年に考案した

点字を元に、石川倉次による日本点字案が採択さ

れたのは1890(明治23)年11月１日、東京盲唖学校

の点字選定会議においてでした。日本点字誕生の

ドラマは他に譲ることとして、ここで紹介したい

のは、石川倉次が点字の翻案に込めた思いです。

点字翻案の約50年後、倉次はこう回顧していま

す。｢(明治22年末、他の点字案を検討した結果)、

この点字こそ實に視覚を欠ける盲人にとりての目

でなければならないと考へた。されば点字苦心の

過程に於て六点 を目(メ)に連結して考へて

行った｡｣ さらに｢点字は盲人の目なりと考へ日本

点字五十音図を組織した余は其後 が日の黒

字及び盲の下の目の白地に類縁あるを知り、…

『日本点字は日本の盲人の目なり』とするに至っ

た｡｣(注１。以下、注は本誌７頁右下を参照)

つまり、日本点字は誕生前から視覚障害者の目

の代わりを目指し、熟慮の末に生み出されたので

す。そして、倉次の夢はこれで終わらなかったの

ですが、それは後ほどご紹介しましょう。

点字図書により盲人の自立と社会参加を

点字誕生後、明治から大正、昭和初期にかけて、

視覚障害者にとって点字図書がいかに重要と考え

られていたかは、1906年(明治39)年頃、好 本 督

よしもとただす

(注２)を中心に、当時の盲界のそうそうたる指導

者たちにより結成された｢日本盲人會｣の趣意書に

見ることができます。

｢この会は次の如き計画を漸次に実行して、そ

の目的を遂げる…。／盲人用書籍貸出所を作るこ

と／盲人用書籍を発行して、できるだけ易く、盲

人に供給すること／盲人用器具を製作して、…盲

人の需要に応ずること／盲人雑誌を発行すること

／就学し得ざる盲人の為に講義録を発行すること。

幹事 奥村三策、好本督、左近允孝之進

評議員 鳥居嘉三郎、留岡幸助、谷口富二郎、

山縣悌三郎、山縣五十雄、古川太四郎、小西信八、

五代五兵衛、森巻耳｣

ここには、点字図書によって視覚障害者の教養

(教育)と就労、今日的に言えば自立と社会参加を

進めようという高邁な理想があります。同会自体

はその後発展しませんでしたが、同じ志を持つ盲

人と協働者たちは各地で点字出版に取り組み、個

々に点字写本に励み、教科書や教養書、エスペラ

ント学習書、点字新聞などを作り出していきまし

た。日本ライトハウスの創始者である岩橋武夫が

1922(大正11)年、エスペラントの学習書を点字出

版したのも、この流れの中でのことだったのです。

点訳奉仕活動の嚆矢～自助と奉仕の協働作業

こうし

明治・大正期、点訳・点字写本に携わった晴眼

者がどの程度いたかは、勉強不足で未解明ですが、

組織的な奉仕活動として点訳活動を展開したのは

1933(昭和８)年頃、岩橋武夫の教友が始めた｢点

字写本友の会｣(Ｆ･Ｂ･Ｓ)が嚆矢だと思われます。

昭和12年、大阪朝日新聞の記事が残っています。

1936(昭和11)年頃、ライト・ハウスでの点訳風景

｢闇に光る“復活”／盲人に贈る職業婦人の優

しい心／トルストイの名作を点字に翻訳＝…大阪

の岩橋武夫氏を中心とする祈りの集ひ『霊交会』

の有志数名がＦ･Ｂ･Ｓ(点字写本友の会)を組織し

たのは昭和八年頃だったが、その後も…愛の奉仕

にたづさはる人々に松野ひでさん、甲斐登女子さ

ん、垂井勝子さんなどのグループがある、…翻訳

されたものは製本され住吉区の盲人の家『ライト

・ハウス』に寄贈されてゐるが、このほどそのラ

イブラリーにすばらしい財産を加へたといふのは

センターのページ
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センターのページ

いはゆる『復活』の完成で点訳者松野ひでさん

(三十五年)大阪貯金支局天王寺分室経理係につと

めるまだ独身の女性である。松野さんは点字法を

おぼえてからこれまでロマンローランの『トルス

トイ論』…など点訳したが、さる昭和九年から難

物といはれる大作中村白葉氏訳の『復活』にとり

かかり、…毎夜手打ちの点字器ととっくみ、一日

四ページくらゐ、…根気よくつづけ三年がかりで

二千四百ページ、全十四冊の膨大な点訳をみごと

に完成した……松野さんは一日職場ではにかみな

がら語った。新聞に出ると私困りますわ、別に奉

仕といふほどの気もちもありません、ただ盲人の

人たちによんでいただければと思ったのです｣

この点訳奉仕者の姿は、80年経った今日も変わ

らない気がします。盲人自身の自助努力とそれを

支えるボランティアの奉仕。その協働作業はその

後も継承され、今もなお生き続けています。

明盲共通字～晴盲の隔てを取り除くために

最後にご紹介したいのが、石川倉次が点字翻案

後８年目に考案し、85歳で没するまで普及を夢見

て、自身の日記にも使い続けた｢明盲共通字｣です。

｢明盲共通字｣とは、下図のように点字の点を線

で結び、筆で書きやすく、目で見やすくしたもの

です。私が25年前、発見した石川倉次の直筆原稿

｢明盲共通字(世界唯一ノ完全新字)ノ効用｣(大正

期の執筆と推測される)には、こうあります。

｢明盲共通字トハ、明者ト盲人トノ間ニ通ズル

文字ト言ウ意味デ名ヅケタモノデ…、ワレワレガ

常ニコレヲ用イテ居ル事ニスレバ、 俄 ニ盲人ト

にわか

ナル事ガアッテモ、アワテテ盲用ノ点字ヲ習ハヌ

デモヨイシ、盲人カラ来タ点字ノ手紙ナドモ目デ

見テスグニヨム事ガデキル。明者即チ常人・聾唖

ト盲人トノ間ニモ直接ニ通信シ合ウ事ガデキルシ、

盲デ聾ヲ兼ネタ者ニモ、触覚ニ依テタヤスク思想

ヲ通ジ、自由ニヨミカキヲ授ケル事ガデキル。…

コノ文字即チ点字ト殆ド同形ノ新字コソ、…真ニ

万能具備ノ完全文字ト云フベキデアルト思フ。｣

結語は少し大げさかもしれません。しかし石川

倉次は、盲人の目として点字を翻案するにとどま

らず、晴眼者と盲人、聾唖者、さらに盲ろう者の

間の隔て(障壁)を取り除くために、すべての人が

共有できる文字を作り、共用する社会を夢見たの

です。その理想は今も色あせていないと思います。

125年目の到達点～情報共有社会を目指して

戦後、ヘレン・ケラーの２度目の来日を機に、

障害者福祉は大きく前進し、視覚障害者の情報環

境も昭和30年代から飛躍的な発展と拡大を遂げま

した。紙幅がないため、短兵急な結論で恐縮です

が、昨年2014年１月、わが国で批准された｢障害

者権利条約｣は、視覚障害者の情報利用(保障)に

おいても大きな到達点と言えるものでした。

同条約では、まず｢意思疎通｣(情報共有)の手段

を｢言語、文字の表示、点字、触覚、拡大文字、

利用しやすいマルチメディア、筆記、音声、平易

な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎

通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信

機器を含む)｣と定義し、障害者は自らが選択する

手段で情報を利用できることを謳っています。

そして、｢第二十一条 表現及び意見の自由並

びに情報の利用の機会｣では、｢(a)障害者に対し、

様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及

び機器により、適時に、かつ、追加の費用を伴わ

ず、一般公衆向けの情報を提供すること｣などが

定められています。これこそは、日本の視覚障害

者と協働者が点字誕生以来125年間、身を賭し、

力を合わせて切り開き、築き上げてきた情報獲得

の成果と言っても過言ではないと思います。

しかし、理念は確立したものの、実社会・実生

活において、視覚障害者をはじめとする読書障害

者の情報環境にはまだまだ多くの障壁があります。

すべての人が情報を共有できる“情報共有社会”

の実現を目指して、共に歩んでいきましょう。
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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2015年9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9999

16タイトル67冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2015年9月号

JRニュース2015年10月号

(交通新聞社) 各3冊

点･校:金曜ｸﾞﾙｰﾌﾟ

石の虚塔(上原善広) 5冊

点:西岡貴美子 校:G校正

校:平野 健

化石観察入門(芝原暁彦) 5冊

点:奥村純子 校:G校正

カタツムリ行進曲(神尾与志広)

2冊 点:辻村惇子 校:G校正

校:八木光子

これ誘拐だよね？(カール･ハイ

アセン) 7冊 点:本条祐子

校:G校正 校:小林陽子

宗像真李子

純粋異性批判(中島義道) 3冊

点:和田俊行 校:G校正

校:橋詰玲子

総合英語(清水建二) (柴崎隆史)

3冊 点･校:グループONE

親鸞｢四つの謎｣を解く(梅原猛)

5冊 点:井上重子 校:G校正

校:丸山順介

世代×性別×ブランドで切る!

(マクロミルブランドデータバ

ンク) 11冊 点:清水浩子

校:中川春美 校:橋詰玲子

双鳥の尸解(泉竹史) 4冊

点:佐藤明子 校:G校正

校:橋詰玲子

徳川家康(加来耕三) 2冊

点:杉島貴子 校:G校正

校:都解節子

バカをつらぬくのだ!(ドリアン

助川) 2冊 点:栗栖 忍

校:雪岡加奈子 校:加尾美千子

明治維新と幕臣(門松秀樹) 4冊

点:平石孝生 校:G校正

校:平野 健

｢吉田調書｣を読み解く

(門田隆将) 4冊 点:華崎律子

校:G校正 校:橋詰玲子

読む力が未来をひらく(脇明子)

4冊 点:川崎安恵

校:中沢由美子 中川春美

校:宗像真李子

第２校正完了図書第２校正完了図書第２校正完了図書第２校正完了図書

(２校者名のみ掲載）(２校者名のみ掲載）(２校者名のみ掲載）(２校者名のみ掲載）

一休さん 1冊

高橋世貴子 田中陽子

        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9999

25タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

あなたのプレゼンに｢まくら｣は

あるか?(立川志の春) 5:31

音:髙室雅子 校:岩井悦子

大林 緑 浅野雅子 編:森 和子

あの時､あの言葉(経団連出版)

6:31 音:郡 薫 校:髙岡博子

山崎千代子 編:八田芙未子

アベノから日本が見える

(本渡章) 4:44 音:山見順子

校:遠藤敬子 嶋川真理子

金井典子 編:石井那智子

医療と消費税(船本智睦) 21:53

音:宮 清子 校:谷口伊都子

金井典子

５日間の休みで行けちゃう!美し

い街･絶景の街への旅(A-Works)

8:08 音:濵名あきよ

校:多田裕子

今だけのあの子(芦沢央) 8:21

音:二宮真理 校:西村郁子

森 和子 編:下山とよみ

印鑑の基礎知識(寺沢正孝) 5:28

音:前川祐子 校:吉田典子

おいしい街と本と人(今江祥智)

7:45 音:中嶋真弓 校:中澤康子

本村英子 編:荒木良子

｢外食の裏側｣を見抜くプロの全

スキル､教えます。(河岸宏和)

7:09 音:野﨑淳子 校:浜本裕子

本田睦子 町田美樹子

編:岡 香代子

嶽神 下(長谷川卓) 10:03

音:上月直子 校:青木千代美

山崎千代子 編:酒居よし枝

神と黄金 上(ウォルター･ラッセ

ル･ミード) (寺下滝郎) 18:32

音:西田芳美 校:二宮真理

神と黄金 下(ウォルター･ラッセ

ル･ミード) 20:04

音:西田芳美 校:二宮真理

剣客花道(黒木久勝) 5:33

音:前田綾子 校:伊志峰和代

山本雅子 金井典子

編:土井賀津子

芝居上手な大阪人(わかぎゑふ)

5:57 音:増木純子

校:外園朝代 本村英子

編:鳥生次郎

鍼道発秘講義(横田観風) 18:30

音･校:荒木良子 井駒多津子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

岩崎千佐子 栗本慶子 三上 菊

佐山敦子 多田裕子 夛田禮子

長田ひとみ 野﨑淳子 森 和子

浜本裕子 濵名あきよ

桃井輝子 吉田典子 渡辺一枝

編:金井典子

作りおきの便利帳(夏梅美智子)

6:49 音:三上 菊 校:佐山敦子

下山とよみ 木村純子

編:岡 香代子

感 謝 報 告
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世界が愛した日本の凄い人ストー

リー(日本ミステリー調査会)

6:53 音:阪越紀子

校:大林 緑 荒木良子

編:岡 香代子

誰も教えないこの国の歴史の真実

(菅沼光弘) 6:37

音:福池恵理子 校:小林幸子

髙岡博子 八田芙未子

編:石井那智子

トコトンやさしいゴムの本(奈良

功夫) 8:30 音:岩谷友子

校:山口和葉 阪越紀子

番犬(南英男) 7:19 音:野村昭子

校:石原英子 上田道子

荒木良子 編:若槻敬子

マグダラで眠れ6(支倉凍砂) 7:47

音:岡 香代子 校:谷澤耀子

岩谷友子 伊東晴子

編:山下富代

もう一度空へ(JAL不当解雇撤回

裁判原告団) 2:32

音:植田美穂子 校:米谷治子

上月直子 荒木良子

編:浅野雅子

もう限界!!親を介護施設にあず

けるお金がわかる本(高室成幸)

8:23 音:福島博子

校:溝渕久美子 目連雅子

屋根ひとつお茶一杯(ドミニック･

ローホー) 4:52 音:松浦洋子

校:岩谷友子 本村英子

編:下山とよみ

ラジオのこちら側で(ピーター･

バラカン) 7:50 音:小山久子

校:内藤かほる 金井典子

濵 欣子 編:伊東晴子

        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

点字図書点字図書点字図書点字図書

アコースティック･ギター･マガ

ジンVOLUME36

(2008SPRING ISSUE) 7冊

点･校:土曜日グループ

生きろや生きろ(けん三) 1冊

点:加尾美千子 校:宗像真李子

エンディングコーラス（楽譜）

1冊 点:橋本和代

折にふれて7(尾山とし) 1冊

点:待田敏彦 校:G校正

宗次郎Vol.2(宗次郎) 2冊

点･校:Gアンダンテ

ほくと通巻51号 [2012年9月]

5冊 点･校:G東医

正食料理実習 中級･秋冬

(正食クッキングスクール）

1冊 点:中野龍子 校:G校正

｢花は咲く｣｢いつも何度でも｣

(楽譜抜粋) 2冊

点･校:田中伸子 前田美代子

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

胃ろうという選択､しない選択

(長尾和宏) 5:58

音･編:髙橋由紀江

観世元章とその時代･元章時代の

小書とその演出(宮本圭造)

5:03 音:宮 清子 上田道子

校:久保洋子 谷口伊都子

脳のワーキングメモリを鍛える!

(トレーシー･アロウェイ)

12:52 音･編:音訳の会碧

ばらっちからカモメール(鴨志田

穣文) 7:07 音:松浦洋子

るるぶウィーン･プラハ･ブダペ

スト2013 13:13 音:松浦洋子

新・日本経済入門(三橋規宏)

28:07 音･編:音訳の会碧

新聞｢赤旗｣読書欄 2015年7月､

8月分 4:41 音:本田睦子

校:濵 欣子

成功への情熱(稲盛和夫) 5:25

音:渡辺周子 校:阪本美紀

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

業務資料20150828

ﾃｷｽﾄ化:佐藤久子 千徳節子

業務資料20150916

ﾃｷｽﾄ化:千徳節子

        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10月号 2:52

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

伊東晴子 岡 香代子 奥田美穂

川端真知子 小林幸子 志水節子

辻本紀枝 中島 睦 西田芳美

西和田惠子 松浦洋子

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

2015年10月号発送

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

山田一弘

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8月号 デイジー版 1:57

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8月号 4:38

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8月号 3:37

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』井駒多津子

北川温子 木村純子 久保洋子

小林加代子 濵名あきよ

横山時子

『鍼灸 OSAKA』Vol.31 No.1『鍼灸 OSAKA』Vol.31 No.1『鍼灸 OSAKA』Vol.31 No.1『鍼灸 OSAKA』Vol.31 No.1

(2015.Spring 117号)(2015.Spring 117号)(2015.Spring 117号)(2015.Spring 117号)

デイジー版 12:10

音･校･編:東洋医学チーム

荒木良子 岩崎千佐子 片岡珠子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

佐久間かず子 佐々木マス子

佐山敦子 夛田禮子 長田ひとみ

野﨑淳子 濵名あきよ 浜本裕子

前川祐子 三上 菊 渡辺一枝
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2015年9月特別号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 0:23

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送：井川倭文子 木村謹治

並木昌子 西垣泰子 松本美津子

宮崎ナオヨ

2015年10月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:03

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送：井川倭文子 松本美津子

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会=大江佑子

大谷充子 坂本洵子 橋野芳子

長井喜久子 木村光子 畑 暢子

桑原まゆみ 長野晁子 間瀬禎子

お役立ち目録 2015年10月号お役立ち目録 2015年10月号お役立ち目録 2015年10月号お役立ち目録 2015年10月号『『『『

～食欲の秋～』～食欲の秋～』～食欲の秋～』～食欲の秋～』

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9月号 3:50

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 夛田禮子 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 目連雅子 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8月27日号 9:31

大島幸枝 大塚しづ子 小倉玲子

上村裕子 加茂みくり 川添美智子

姜 貞眞 北川由美子 木村英子

小西君子 坂戸真由美 佐藤圭子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

柴田智美 嶋林茂子 関田通子

大登晴代 武市敦子 竹田佳代

竹田光子 玉置明美 近森康子

坪田捷子 中農晃子 橋村惠子

橋本順子 前田元子 松井喜美代

松浦洋子 真見奈津子

密山一二三 八十嶋敦子

吉永英子 編集 古跡眞知子

2015年9月3日号 9:06

今岡松代 大山 猛 岡村勝彦

柏木和子 加藤紀美子 上田啓子

河原眞知子 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 畑中法子 福井和子

兵頭つね子 福田佳代

編集 中本和代

2015年9月10日号 9:57

井尻府三重 上原多美子 長村明子

上村裕子 坂戸真由美 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 柴田智美

鈴木恵子 大登晴代 高田郁恵

武市敦子 永井憲子 中農晃子

西岡千代子 橋村惠子 林 由子

前田元子 向髙寿子 八十嶋敦子

山本スズ子 山本晴代 吉田典子

和田啓子 編集 古跡眞知子

2015年9月17日号 10:22

天江美佐子 池田和子 上野輝子

太田貴子 大山節子 越智真弓子

北村優美子 帰村千恵 髙久俊子

詫摩多美子 竹田佳代 寺西竹子

中村洋子 中本和代 西村道子

西本美加子 西山トシ子 直場徳宥

星子鐵郎 前田アキ 増尾敏子

松原和子 三輪啓子 守田喜久子

柳内登喜子 山下 豊

編集 町田美樹子

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｣

     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◆◆◆◆

8/28わろう座映画体験会

｢ゴースト ﾆｭｰﾖｰｸの幻｣ご協力

勝亦悦子 川添美智子 阪口雅代

鹿津直美 北川富美代 藤井倫子

那須由美子 西川真知子

廣野美代子

ラジオ整理ご協力

尾崎一恵 大桑久美子 阪口雅代

中村京子 加藤由美子 中嶋真弓

平林育子 那須由美子 平山隆子

藤井倫子 廣野美代子

古澤満寿枝

台本整理ご協力

那須由美子

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◆◆◆◆

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰの製作･提供

プリンセス トヨトミ

        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9月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦
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 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

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

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

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

［製作数］

新刊 49タイトル(CD 358枚)

雑誌 9タイトル(1003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 『鍼灸OSAKA ）』 』

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

菅野淑子 堂 晴美 森島真由美

◆ 9月の貸出実績◆ 9月の貸出実績◆ 9月の貸出実績◆ 9月の貸出実績

点字 186tl ＦＤ 0tl

デイジー3623tl テープ 22tl

 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  

青木幹雄 足立雅子 荒河裕子

飯塚 恵 一色和子 糸井三佐子

犬塚敬彦 岩見博司 上ノ山禎子

大坂陽子 太田貴子 大西順子

岡崎宏美 置塩啓子 荻野珠紀

奥井秀子 桂 公子 菊池雅子

岸田素子 北村優美子 倉都和子

黒部妙子 香西麻里子 佐藤美鈴

澤井 稔 柴田智美 島 美緒

志水節子 神保克子 角野和子

高橋美代子 高橋節子 谷崎節子

田伏惠子 寺西竹子 土居暢子

中野龍子 滑川久代 奈良典子

難波美乃 西村與里子 野村京子

林 勇 林 敏夫 林 久利

廣岡敏雄 藤田佳子 麓 孜子

古木昭子 細井昌子 堀口久美子

前田芳野 増尾明子 増山多惠子

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 山内一子 山田栄利子

渡瀬尚子

9月 利用者13人･68件

ボランティア64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）

【9月実績】

来館(1回2人＝ICTサロン):

石川昌宏 斧田綱子

例会:石川昌宏 伊藤 勇

高田佳直

HP更新:中条正信

★ ★★ ★★ ★★ ★日ラ展ボランティア日ラ展ボランティア日ラ展ボランティア日ラ展ボランティア

日本ライトハウス展では、会

場内外のガイドやミニステー

ジ、体験コーナー、シネマ・

デイジーブースのお手伝い、

事前準備など、沢山の方々に

ご協力いただきました。あり

がとうございました。

飯村康志 井上惠子 大谷道弘

斧田綱子 大前雅司 片岡忠克

加藤珠子 金井典子 神屋郁子

川口千代 川村慈子 木原富子

木村 治 阪口雅代 坂田ちづよ

佐藤久子 品川博之 清水浩子

高橋倫花 鳥山正彦 中谷恵子

名賀知子 那須由美子 西垣泰子

西川真知子 平山隆子 藤井倫子

古澤満寿枝 松原 博 山見順子

山本普実雄 望月 明 山口千晴

和田眞由美 渡辺典子

若松ひろみ

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

乙訓点訳サークル

浅井順一 上村真寿美 大滝 泉

奥川法子 松原るみ

(敬称略をご容赦下さい)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

(注)｢日本点字誕生125周年

(本誌２～３頁)の到達点｣

(１)｢点字発達史｣(大河原欽吾著、

培風館、1937年発行)161－162頁。

＊｢日の黒字及び盲の下の目の

白地に類縁あるを知り｣の図解

(２)｢盲人福祉の歴史｣(森田昭二

著、明石書店、2015年発行)参照。

好本督は神戸生まれ。生来弱

視で英国オックスフォード大学

に留学。早稲田大学英語講師を

、経て、英国で商事会社を経営し

岩橋武夫や中村京太郎(｢点字毎

日｣初代編集長)など日本の視覚

障害者と文化活動を支援した。

著者の森田昭二氏は80歳。高

校の国語教諭を視力低下のため

50代で退職後、全盲となり、65

歳で日ラリハセンに入り、点字

を習得して関西学院大学修士・

博士課程へ入学。点字と墨字を

、駆使し、日本の盲人史を研究し

2014年博士号を取得された。

感 謝 報 告



日本ライトハウス展に過去最多の1,386人

｢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10月17・18日、難波御堂筋ビルで開催し

たところ、２日間で1,386人のお客様が来

場され、大盛況となりました。この来場者

数は2011年に同会場で再開してから最多。

今回は38ブースで数百点の用具・機器が展

示されたほか、外出支援機器やiPhoneの最

新アプリの体験、注目の医療情報や当事者

団体のミニステージも大いに賑わいました。

詳しい報告は次号に掲載しますが、特にご

後援くださった皆様と、当日お手伝いくだ

さったボランティアの皆様(本誌７頁にお

名前を掲載)に心から御礼申し上げます。

視覚障害者情報施設大会が新潟で開催

全視情協(全国視覚障害者情報提供施設

協会、99施設・団体)の第41回全国大会が

10月８日～９日、新潟市で開かれ、全国か

ら170人が参加しました(当館からは竹下、

岡田､久保田､林田､瀧沢が参加)。今回は、

情報提供施設(点字図書館)が各地の眼科医

療機関やリハビリテーション施設、視覚支

援学校、ＮＰＯ団体などとネットワークを

組み、中途視覚障害者等に対していち早く、

きめ細かい支援を展開する取り組みについ

て報告と検討が行われたほか、録音図書と

テキストデイジーの質の向上の方策などを

検討。大会決議として、サピエの維持・管

理費に対する継続的な公費助成、デイジー

プレイヤーの安定的供給と低廉な費用での

入手支援、読書障害者も対象に含めた著作

権法改正、電子書籍のEPUBもしくはデイジ

ー形式での出版推進などを採択しました。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【10月】

１日 見学：福島県立盲学校、静岡盲学校

８日 全視情協大会(～９日、新潟市:竹下、

岡田､久保田､林田､瀧沢)

13日 音訳Ｖ養成講座②火曜コース開講

14日 音訳Ｖ養成講座②水曜コース開講

17日 日本ライトハウス展(～18日)

24日 オープンデー(館内見学日)

31日 わろう座映画体験会｢黄昏｣

予 定予 定予 定予 定

【11月】

５日 ボランティア友の会世話人会

６日 専門音訳講習会･音声表現技術コース

開講(12日､18日､24日の全４日)

７日 ライトハウス祭り(鶴見事業所)

対面リーディングボランティアの集い10日

14日 オープンデー(館内見学日、要予約)

21日 日本ライトハウスバリアフリー映画会

｢マエストロ!｣(玉水記念館)

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説｢あさが編 集編 集編 集編 集

来た｣をご覧になっていますか？モ後 記後 記後 記後 記

デルとなった広岡浅子氏は当館東隣の大同

生命の創業者の一人。同社２階のメモリア

ルホールでは目下、特別展示｢大同生命の

源流“加島屋と広岡浅子”｣を開催中です。

か じ ま や

浅子氏は、当館南隣の敷地に肖像のレリー

フが残る澤山保羅氏(梅花女学校の創立者

ぽうろ

で、日本初の牧師)とも縁があり、肥後橋

はなかなか歴史豊かな土地なのですね。展

示会は火～土曜日開催。入場無料。ご来館

のついでにぜひお立ち寄り下さい。(竹)
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