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掲 示 板

３月19日はボランティア交流会にご参加を

今年度のボランティア友の会交流会は、盲ろ

うの梅木久代さんと手話通訳もされている好彦

さんご夫妻の記念講演をはじめ、ボランティア

活動歴30年・20年以上の方々への感謝状贈呈、

バザーなどを行います。ぜひご参加ください。

日時 ３月19日(木)午前10時～午後３時

会場 玉水記念館(肥後橋駅８番出口すぐ)

会費 1,000円

10:00 感謝式典

10:30 記念講演：梅木久代さん、好彦さん

12:00 ボランティア友の会総会

12:15 昼食・歓談、梅木ご夫妻と交流、

受賞者インタビュー

13:40 館より(岩井和彦元館長を偲んで)

14:00 バザー(物品の提供をお願いします)

参加申込は３階総務係(電話06-6441-0015)で

受付中です。当日は全館休館になります。

知のバリアフリー｣知のバリアフリー｣知のバリアフリー｣知のバリアフリー｣お勧め！広瀬氏の新刊｢

国立民族学博物館の広瀬浩二郎氏、昨年日本

ライトハウス展やバリアフリー映画会｢天地明

察｣でご協力いただいた嶺重慎氏、お二人の編

みねしげしん

著による｢知のバリアフリー ～『障害』で学び

を拡げる｣が出版されました。本書は2013年６

月に開催された｢京都大学バリアフリーシンポ

ジウム｣の報告をわかりやすいタッチでまとめ

たもの。これまで｢健常者｣を基準にして考えら

れてきた学問を、｢障害｣に視点をおいて、大学

での障害者支援の実践例などをもとに、各分野

で活躍中の13人が｢障害を通じて学び合う｣こと

を考察、提案。視覚障害関係者のコラムも掲載。

京都大学学術出版会発行、2,592円。

当館サービス部(06-6441-0039)で販売中です。

アクセシブルな電子書籍をテーマに講演会

近畿視情協職員研修会｢どうなる！電子書籍

のアクセシビリティ～だれにも使える『本』の

実現をめざして｣が２月19日(木)午後、大阪府

立中央図書館で開催。専修大学教授植村八潮氏、

や し お

日本電子出版協会理事岡山将史氏、府立中央図

の ぶ や

書館職員杉田正幸氏が講演。一般来聴歓迎。参

加無料。参加申込は２月12日までに氏名と希望

媒体をE-mail info@lnetk.jpの近畿視情協まで。
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貸出サービスに｢満足｣か｢まあまあ満足している｣方は８７％

「利用者アンケート」の結果と当館の回答

当館では昨年９月、｢利用者アンケート｣を行いました。これは、当館のサービス、特に今回は

図書・情報サービスに対する利用者の方々の評価を知るために行ったもので、501人もの方から

回答をいただきました。集計結果では、貸出サービスに｢満足｣か｢まあまあ満足している｣方が合

計87％に達するなど、全般的に高い評価をいただきましたが、同時に｢サービスを利用していな

いか、満足していない理由｣｢サービス全般に対する意見や要望｣に対して、270件もの回答が寄せ

られました。当館では、特に具体的なご意見やご要望を重く受けとめ、検討を重ねた末、回答を

まとめ、利用者にお伝えしました。その概要を皆さまにもご報告します。(館長 竹下 亘)

主なアンケートの内容と集計結果

１．回答者の年齢・性別１．回答者の年齢・性別１．回答者の年齢・性別１．回答者の年齢・性別

年 代 80代 9.8％ 70代 30.5％ 60代 33.4％ 50代 13.6％ 10～40代 12.7％

性 別 男性 63.4％ 女性 36.6％ ※これは利用者の年齢・性別の実態とは異なります。

２．サービス別の｢利用度｣２．サービス別の｢利用度｣２．サービス別の｢利用度｣２．サービス別の｢利用度｣

サービス種別 回答 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ※表の項目は、｢回答｣は回答者数

図書・雑誌を借りる 485人 42.7％ 24.9％ 19.4％ 13％ Ａ＝よく利用している

対面リーディング 468人 1.5％ 3.6％ 6.4％ 88.5％ Ｂ＝時々利用している

プライベート製作 427人 2.5％ 9.4％ 9.4％ 78.7％ Ｃ＝あまり利用していない

月刊情報誌『読書』 478人 73.6％ 14.2％ 4.3％ 7.9％ Ｄ＝利用したことがない

※対面リーディングの利用者は来館可能な方、プライベート製作の対象者は大阪府在住・

在勤・在学の方のため、利用者は限定されます。

３．サービス別の｢満足度｣３．サービス別の｢満足度｣３．サービス別の｢満足度｣３．サービス別の｢満足度｣

サービス種別 回答 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ※表の項目は｢回答｣は回答者数

貸出サービス 381人 66％ 21％ 10％ 2.2％ 0.8％ Ａ＝満足している

対面リーディング 50人 40％ 12％ 16％ 22％ 10％ Ｂ＝まあまあ満足している

プライベート製作 86人 45％ 18％ 16％ 14％ 7％ Ｃ＝普通

月刊情報誌『読書』 428人 48％ 33％ 17％ 1.4％ 0.2％ Ｄ＝少し不満がある

電話・来館時の対応 457人 68％ 15％ 15％ 1.3％ 0.2％ Ｅ＝満足していない

利用者のご意見・ご要望と、当館の回答

利用者のご意見の中で、最も重く受けとめ、

反省したのは、職員の心構えと業務努力に関す

るものでした。具体的には、｢電話応対が冷た

いことがある・不勉強で機転が利かない｣｢自分

の名前を名乗らない・声をかけてくれない｣｢説

明が分かりにくい・職員によって言うことが違

う｣｢貸出依頼した本が送られてこなかった・違

う本が送られてきた｣といったご指摘が20件近

くありました。これらは職員の普段の心構えと

努力により改めることが可能なものですので、

今後、｢利用者お一人お一人に心をこめて対応

する｣｢職員から名乗る・声をかける｣｢丁寧で分

かりやすい説明に努める｣｢迅速で正確な業務に

。努める｣ことを徹底、励行することにしました

また録音図書の中に｢録音状態の悪いものが

ある｣、プライベート製作の｢完成が遅い｣、対

面リーディングにおいて｢マナーの悪い対応を

。された｣といったご意見も10件近くありました

特にプライベート製作と対面リーディングにつ

いては、上の表の｢満足度｣の低さに関連するも

のと思われます。今後、職員も業務の見直しや

センターのページ
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改善に努めますが、ボランティアの皆さまも、

より速く、より質の高い図書製作に努めるとと

もに、利用者の尊厳とプライバシーの尊重を心

がけてくださるようにお願いいたします。

次に反省したのは、｢プライベート製作サー

ビスの利用方法が分からない｣など、私どもの

説明・広報が不十分なため、既に行っているサ

ービスや規定を知らずに、書かれた要望が目立

ったことです。当館では、｢サービス案内｣を製

作し、すべての利用者に配付していますが、今

後は色々なサービスを繰り返し紹介し、分かり

やすい説明に努めていきたいと思います。

今回、最も多かったのは、色々なジャンル

の本の製作の要望、あるいは個々に関心のある

ジャンルの本の少なさへの不満でした。

現在、当館を含め全国の情報提供施設は、

｢サピエ図書館｣を柱に、全国で大きな点字・録

音図書館を形成することを目指し、製作の分担

を進めています。その中で当館は、①まだ他施

設・グループが製作していない本、②図・表な

どの処理が複雑で、製作が困難な本、③大阪に

関する本、を中心に選書。点訳・録音合わせて

400人余りのボランティアの皆さんに、年間約

400タイトルの蔵書と約200タイトルのプライベ

ート図書を製作していただいています。当館で

は、この方針の上で、できるだけ幅広いジャン

ルの本を提供していきたいと考えています。

最後に、ご要望の中には、当館の予算と職員

数などの事情により、現時点では、どうしても

対応が困難なものがありました。

たとえばサービス受付時間の延長や日曜開館

等のご要望を多くいただきましたが、職員数が

限られている上に増やすことができないため、

開館日時を拡大すると、職員数の少ない時間帯

や日が生じ、かえってサービス低下が避けられ

ません。また｢貸出の電話が月初めにつながり

にくい｣｢新刊図書の予約待ちが多い｣という声

もいただきましたが、前者は職員と電話回線を

増やす必要があり、後者は録音図書の複製をこ

れまで以上に増やす必要があるため、予算上か

ら改善は困難です。こうしたご要望については、

今後の課題として残すということで、ご了解い

ただくようお願いしました。

以上に挙げた利用者の声はごく一部で、当館

のサービスに対するありがたい感謝のお言葉と

ともに、耳を傾けるべきご意見やご要望を多数

いただきました。私どもはボランティアの方々

のお力を借りて、少しでも利用者の方々のニー

ズに応えていきたいと思いますので、今後とも

皆さまのご協力をお願い申し上げます。

「Plextalk Producer｣発売～当館をはじめ各地で講習会

読書障害者向け電子書籍の製作・普及に拍車

当館では、一ツ橋綜合財団のご助成を支えに

全国の先頭に立って読書障害者向け電子書籍の

製作・提供を行っていますが、この普及を大き

く進めるソフトウェア｢Plextalk Producer｣が

プレクストーク プロデユーサー

シナノケンシ株式会社より発売されました。

Plextalk Producerは、テキストデイジー、

合成音声と肉声の両方を使ったマルチメディア

デイジー、アクセシブルなEPUB(電子書籍の国

イーパブ

際標準規格)をスムースに作ることができるソ

フトで、長く発売が待たれていました。

当館では、一ツ橋綜合財団の助成金を元に55

ライセンスを購入し、関係職員とボランティア

全員で活用するほか、全国の情報提供施設向け

講習会(１月30日、玉水で開催)でも久保田部長

が講師になり、全国への普及を進めていきます。

当館ボランティア向けの講習会(１月16日)

センターのページ
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すべての人が尊重される社会の創造を目指して

日本ライトハウスの基本理念、倫理綱領、職員行動規範を制定

当法人では、橋本照夫理事長の就任を機に当法人の｢基本理念｣を改定し、それに基づいて｢職員倫理

綱領｣、続いて｢職員行動規範｣の検討・制定を進めてきました。先頃、そのすべてが定まりましたので

本誌でもご紹介します。当館の職員はこの理念・綱領・規範に立ち、絶えずわが身を振り返りながら

より良いサービスと業務を目指していきますので、皆さまもご確認ください。(館長 竹下 亘)

日本ライトハウスの基本理念

社会福祉法人日本ライトハウスは、｢創業100

周年｣に向けて事業を推進するにあたり、定款

の定めに従い、使命(ミッション)と政策理念

(ポリシー)を掲げ、その遵守につとめます。

１．社会の公器であることを自覚し、公正・１．社会の公器であることを自覚し、公正・１．社会の公器であることを自覚し、公正・１．社会の公器であることを自覚し、公正・

健全・透明な事業活動を推進します。健全・透明な事業活動を推進します。健全・透明な事業活動を推進します。健全・透明な事業活動を推進します。

日本ライトハウスは、利用者の方々を支援し、

支援サービスを作り、それを提供するためにボ

ランティアの方々や援助者の方々、地域の方々、

行政機関や企業・団体の方々など多くの方々に

支えられており、その方々に対する社会的責任

を果たします。

２．信頼され、信任を得るサービスの充実２．信頼され、信任を得るサービスの充実２．信頼され、信任を得るサービスの充実２．信頼され、信任を得るサービスの充実

をはかります。をはかります。をはかります。をはかります。

日本ライトハウスは、視覚に障害がある方々

への総合的な機関として、創業以来の伝統であ

る“パイオニア精神”をもって果敢に問題解決

にあたり、生活者原理に立った包括的なサービ

スの提供に努め、視覚に障害がある方々からの

信頼を高め、社会の信認を得るよう努めます。

３．誠実で包容力のある温かいサービスの３．誠実で包容力のある温かいサービスの３．誠実で包容力のある温かいサービスの３．誠実で包容力のある温かいサービスの

提供につとめます。提供につとめます。提供につとめます。提供につとめます。

日本ライトハウスは、視覚に障害がある人が

直面する｢生きにくさ｣に向き合い、誠実で包容

力のある温かい福祉サービスを提供します。

４．時代や環境の変化に応じた組織づくり４．時代や環境の変化に応じた組織づくり４．時代や環境の変化に応じた組織づくり４．時代や環境の変化に応じた組織づくり

につとめます。につとめます。につとめます。につとめます。

日本ライトハウスは、多様化し、変化してい

る経営環境に対応するために、経営の効率化を

追求して事業の健全な成長を図るとともに、

職員相互が独創性溢れる人間集団として｢働き

がい・生きがい｣を実感できる職場環境を確立

するとともに、次世代を担う人材育成につとめ

ます。

日本ライトハウス職員倫理綱領

わたしたちは、すべての人がかけがえのない

個人として尊重され、排除されることのない社

会の創造(ソーシャルインクルージョン)を目指

します。

わたしたちは、すべての人が主体者として周

囲の環境と心地よい関係を保ち続けることがで

きる包括的なサービスを提供します。

ここにわたしたちは、｢日本ライトハウス職

員倫理綱領｣を定め、これを規範として遵守し

ます。

◆ わたしたちは、すべての人の人権の尊重人権の尊重人権の尊重人権の尊重

尊厳や権利を尊重します。

◆ わたしたちは、業務上知り得秘密の保持秘密の保持秘密の保持秘密の保持

た情報を適切に管理し、プライバシーを守りま

す。

◆ わたしたちは、プライバシーに説明責任説明責任説明責任説明責任

配慮した、適切な情報開示・提供に努め、説明

責任を果たします。

◆ わたしたちは、業務の遂社会関係の調整社会関係の調整社会関係の調整社会関係の調整

行にあたり、関係機関・地域と連携・協働し、

社会関係の調整に努めます。

わたしたちは、すべての人がそ◆自己実現◆自己実現◆自己実現◆自己実現

の人らしい人生を実現できるよう、個人の価値

観や生き方、自己決定を尊重します。

わたしたちは、自らの◆業務遂行への責任◆業務遂行への責任◆業務遂行への責任◆業務遂行への責任

専門的知識・技術の向上に努め、常に最良の業

務を実践します。

日本ライトハウス職員行動規範

｢行動規範｣は、｢基本理念｣と｢職員倫理綱領｣

に基づき、職員が日常業務において従うべき行

動を具体的に示したものです。紙数の都合上、

詳細はホームページ(http://www.lighthouse.

or.jp/mission.html) でご覧ください。

センターのページ
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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2014年12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12121212

18タイトル69冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

Aikido and the dynamic sphere

(A.Westbrook) 6冊

点:和田俊行 河村牧子

校:坂和員子

Deaf in Japan(Karen Nakamura)

6冊 点:堀内雪子 校:待田敏彦

ＪＲニュース2015年1月号(交通

新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

ＰＭ2.5「越境汚染」(沈才彬) 2冊

点:井上ゆり子 校:古谷豊子

生駒の神々(宗教社会学の会) 6冊

点:雀部喜久子 校:G校正

校:都解節子

槻ノ木だより第113号(大阪福祉

事業財団) 1冊 点:杉島貴子

校:G校正

黒いダイヤモンド(マーティン･

ウォーカー) 5冊 点:高橋淳子

校:都解節子 校:小林陽子

芸術とは何か祥伝社新書(千住博)

3冊 点:塚本紀子 校:G校正

校:岡田允子

心の大学(立花香) 2冊

点:福田真弓 校:G校正

校:岡田允子

サーカス物語(M･エンデ) 2冊

点:福井真由美 校:G校正

校:加尾美千子

世界史 下

(ウィリアム･H.マクニール) 7冊

点:増田芳子 校:G校正

校:平野 健

姫路城主｢名家のルーツ｣を探る

(播磨学研究所) 4冊

点:中井史朗 校:G校正

校:橋詰玲子

特別展 医は仁術(小野雅弘) 3冊

点･校:G東医

まるごとインドな男と結婚したら

(鈴木成子) 6冊 点:浦田登志子

校:小林陽子 雪岡加奈子

校:野崎智惠子

無印良品は､仕組みが９割

(松井忠三) 2冊 点:雪岡加奈子

校:G校正 校:大蔵継子

明治のサーカス芸人はなぜロシ

アに消えたのか(大島幹雄) 3冊

点:工藤京子 校:G校正

校:宗像真李子

椰子の血(司凍季) 6冊

点:中野龍子 校:大蔵継子

校:平野 健

腰痛を治す65のワザ＋αこれ効き!

シリーズ(小山郁) 2冊

点:瀧田愛子 校:G校正

校:福元悦子

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校者名のみを掲載)

奥薗壽子の読むレシピ

田中陽子 高橋世貴子

消費税日記 都解節子

        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12121212

13タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

密偵(いぬ)がいる二見時代小説

文庫(藤水名子) 6:13

音:阪本由美子 校:酒居よし枝

土井賀津子 編:三上 菊

コクヨの｢３秒で選び､２秒で決

める｣思考術(下地寛也) 3:46

音:山本雅子 校:杉本和子

目連雅子 編:山崎千代子

大阪の教科書(橋爪紳也) 25:09

音:北川温子 上月直子 澤田和代

嶋川真理子 下山とよみ

首藤和恵 新庄和代 神保克子

鈴木惠子 辻野玲子 寺下千秋

西村郁子 二宮真理 橋本万里

板東由美子 平田佳子 福島博子

水谷和子 吉川順子 吉田典子

校:木村純子

ことばの形見(今井美沙子) 6:29

音:那須由美子 校:上田道子

目連雅子 浅野雅子

編:八田芙未子

ゴルゴ13 第2巻第2話｢白夜は愛

のうめき｣(さいとうたかを) 0:49

音:巽 映子 校:澤田和代

竹田佳代 編:巽 映子

小説外務省(孫崎享) 10:38

音:谷口伊都子 校:宮 清子

大林 緑 編:岡 香代子

｢小さな神様｣をつかまえろ！

(鶴岡弘之) 4:22 音:寺下千秋

校:二宮真理 本村英子

編:森 和子

北斗秘拳行(火坂雅志) 7:52

音:髙室雅子 校:岩井悦子

濵 欣子 川端正子

編:古跡眞知子

マグダラで眠れ２(支倉凍砂)

7:59 音:坂口幸子

校:阪本由美子 岡 香代子

編:古跡眞知子

マグダラで眠れ３(支倉凍砂)

6:54 音:神野千晴 校:藤森容子

酒居よし枝 西川淑子

編:岡 香代子

若者をねらう悪質商法から身を

守る､大学生のためのダマされ

ないチカラ養成HandBook

(全国大学生活協同組合連合会)

1:12 音:井駒多津子

校:長田ひとみ 大林 緑

西川淑子 編:岡 香代子

感 謝 報 告
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与力･仏の重蔵(藤水名子) 6:53

音:濵 欣子 校:本田睦子

岡 香代子 浅野雅子

編:北川温子

我が君主は天にあり 下

(浅黄霞雲) 9:43 音:栗本慶子

校:桃井輝子 吉田典子

岡 香代子 編:植田美穂子

        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

夢二郷土美術館パンフレット

0:26 音:石原英子 校:野村昭子

案外まともな犯罪ホン･コン

おばさんシリーズ(ジョイス･

ポーター) 7:58

音･編:松田照子

運動器リハビリテーションシラ

バス(日本運動器科学会) 17:26

音･編:髙橋由紀江

新聞切り抜き(新刊図書情報)

新聞｢赤旗｣書評欄2014年

5月～10月 4:11 音:本田睦子

大伝説の勇者の伝説７富士見

ファンタジア文庫(鏡貴也) 4:35

音:松本公丹子

中国食品を見破れ(『週刊文春』

特別取材班) 90分カセット4巻

音:音訳の会碧

天然石パワーストーン組み合わ

せバイブル(豊原匠志) 16:13

音･編:坪田捷子

テキスト化テキスト化テキスト化テキスト化

ウェスレアン聖書注解 新約篇

第１巻 スキャン:池尻三千子

岩井和美 片山広美

西村佐世子

テキスト化:吉川順子

TOPPOINT

スキャン:池尻三千子

片山広美 西村佐世子

テキスト化:加藤珠子

        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1月号 2:25

音･校･編:英語チーム 岡 香代子

小倉玲子 奥田美穂 川端真知子

小林幸子 志水節子 中原尚子

野﨑淳子 的場操代 脇本登志子

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』

2014年11月号 デイジー版 1:41

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 2014年11月号 4:09

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 夛田禮子

澤田美那子 田中英子 土井明美

長田ひとみ 南浦京子 吉川弘美

『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 2014年11月号 3:56

音･校･編:理数チーム 井駒多津子

大桑久美子 金井典子 小林加代子

多田裕子 松本紀代 寺田美枝子

『鍼灸 OSAKA』Vol.30 No.2『鍼灸 OSAKA』Vol.30 No.2『鍼灸 OSAKA』Vol.30 No.2『鍼灸 OSAKA』Vol.30 No.2

(2014.Summer 114号)(2014.Summer 114号)(2014.Summer 114号)(2014.Summer 114号)

デイジー版 9:00

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

栗本慶子 佐山敦子 夛田禮子

佐久間かず子 佐々木マス子

長田ひとみ 野﨑淳子 浜本裕子

濵名あきよ 前川祐子 三上 菊

桃井輝子 渡辺一枝

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2014年11月27日号 12:02

荒川尚子 大島幸枝 大塚しづ子

奥 幸子 小倉玲子 越智佳子

上村裕子 加茂みくり 姜 貞眞

川添美智子 木村英子 久下悦子

小西君子 阪本美紀 佐藤公平

佐藤圭子 澤井 稔 冨田久美子

澤田玲子 島 美緒 嶋林 茂子

関田通子 武市敦子 田中葉子

玉置明美 津川淳子 坪田捷子

中農晃子 中村京子 西岡千代子

橋村惠子 羽淵雅子 浜 洋一

前田元子 密山一二三 山内美貴

吉田典子 渡辺周子 和田啓子

編集 古跡眞知子

2014年12月4日号 9:03

今岡松代 大山 猛 岡村勝彦

柏木和子 加藤紀美子 黒河典子

河原眞知子 斉藤良子 竹村京子

中村千賀子 中村直美 中本和代

野村美穂子 畑中法子 深津綾子

兵頭つね子 福井和子 福田佳代

編集 中本和代

2014年12月11日号 9:41

上原多美子 加藤和夫 上村裕子

長村明子 佐藤公平 坂口幸子

阪本美紀 阪本由美子 澤田玲子

嶋林茂子 田中葉子 中村京子

中農晃子 永井憲子 林 由子

橋本順子 向髙寿子 山本スズ子

山本晴代 八十嶋敦子

編集 井駒多津子

2014年12月18日号 11:28

有末 道 岩谷友子 上野輝子

太田貴子 大山節子 越智真弓子

帰村千恵 北村優美子 武市敦子

北川由美子 北川富美代

新熊美衛子 髙久俊子 寺西竹子

詫摩多美子 中村洋子 西村道子

西本美加子 直場徳宥 橋本明子

西山トシ子 星子鐵郎 前田アキ

松浦洋子 松原和子 守田喜久子

柳内登喜子 山下 豊 和田文子

編集 町田美樹子

新潮音訳協力グループ:

グループN-BUN、音訳サークル

「あい 、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｣
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2015年1月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:04

音:本田睦子 校:濵 欣子

お役立ち目録 2015年1月号お役立ち目録 2015年1月号お役立ち目録 2015年1月号お役立ち目録 2015年1月号『『『『

～高倉健作品～』～高倉健作品～』～高倉健作品～』～高倉健作品～』

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 2014年12月号 4:23

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 片岡珠子 金井典子

川端真知子 桂 公子 北川温子

木村純子 小林幸子 佐山敦子

佐々木マス子 阪本由美子

坂口幸子 嶋川真理子 夛田禮子

下山とよみ 竹田佳代 津川淳子

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

三上 菊 松浦洋子 村田 光

山見順子

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

2015年1月号発送

並木昌子 西垣泰子 藤原静江

松永壮皃 宮崎ナオヨ 山田一弘

        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12月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:酒井佐代子

     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

12/7劇団SE・TSU・NA公演

｢SANTA×CROSS2014｣

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ・台本:那須由美子

機材整理協力機材整理協力機材整理協力機材整理協力

川村慈子 那須由美子 羽田直美

加藤由美子

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

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

井川倭文子 板谷照美 板波キミ

鱗星千恵子 逸見恵子 日下清香

松本美津子

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

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 51タイトル(CD 435枚)

雑誌 8タイトル(1026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 植田美津子

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

廣川公栄 逸見恵子 宮嶋昌代

松原和子 森本益子 渡邊洋子

若槻敬子

［茨木市バラの会］片倉康子

竹内久代 永崎利恵 森島真由美

◆ 12月の貸出実績◆ 12月の貸出実績◆ 12月の貸出実績◆ 12月の貸出実績

点字 235冊 ＦＤ 0枚

デイジー4523枚 テープ 30巻

★12月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

野崎観音の謎(神田宏大)

花みちくさ（西岡直樹）

イタリア24の都市の物語

（池上英洋）

思い出の先にはいつも家庭料理

【デイジー図書】

過去を盗んだ男（翔田寛）

闇蝙蝠１（吉田親司）

世界恐怖旅行（大井優子）

空飛ぶペンギン（上村佑）

 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  

糸井三佐子 犬塚敬彦 井上満子

井上惠子 植田純子 上ノ山禎子

後 恵子 内山扶美代 江口不二子

大島幸子 岡崎宏美 置塩啓子

奥井秀子 桂 公子 加納蕙子

神谷考子 菊池雅子 倉都和子

黒瀬勝司 黒部妙子 古賀和子

小杉洋子 澤井 稔 澤田和代

柴田智美 渋谷登与子 島 美緒

神保克子 角野和子 高橋美代子

田井京子 詫摩多美子 建石芳子

武富万千子 谷崎節子 田伏惠子

竹永多恵子 寺西竹子 土居暢子

田那辺優子 中島吉子 中野龍子

藤堂麻須子 中村京子 新田幹子

中島谷悦子 沼田淨子 直場徳宥

野間絹子 畠田幹子 藤澤元子

林 勇 福田嘉寿憲 福地京子

麓 孜子 古木昭子 寶田サチヱ

細見芳江 前田芳野 前田元子

増尾明子 増山多惠子 待田敏彦

松田洋子 松原和子 眞野祥子

三島啓子 宮坂暁子 望月 明

森田 陞 八十嶋敦子 山内一子

山崎 彰 山田栄利子

12月 利用者15人･77件

ボランティア75人



火災時は北端か南東隅の非常口から避難を

１月16日に消防避難訓練を行いました。

火災時は館内放送に従い、廊下北端の非常

階段か、ビル南東隅の非常口から避難して

ください。南東の非常口では梯子を下りず、

ベランダで救助を待つだけでも安全です。

サービス部に中山勝巳職員を採用

サービス部では、視覚障害者のパソコン

利用支援業務担当と

して、中山勝巳職員

を１月16日付で採用

しました。５階と３

階で勤務しますので

どうぞよろしくお願

いいたします。

【感謝報告 続き】

        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）

【12月実績】

例会(１回５人)：伊藤 勇 斧田綱子

加治川千賀子 栗谷博子 山田充希子

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

楽にネット １件 井口惠子 大江愼一

栗林定利 髙梨智子 西畑貴好 林 貞子

水本善彦 匿名１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

1月8日(木)10:00～12:00

出席者 伊東 片岡 加藤 金井 清水 白石

鳥山 逸見 藤井 山本

(職員：竹下 林田 加治川)

<館からの報告>

・岩井さんの夢を受け継ぐ会報告

・利用者アンケート結果報告

<協議事項>

・施設見学会の反省

・Ｖ交流会・総会の準備と役割分担

・来年度の世話人について

<次回予定> 2015年3月17日(火)10:00～

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【１月】

５日 仕事始め

６日 ボランティア活動・サービス開始

７日 見学：韓国釜山大学生

８日 ボランティア友の会世話人会

10日 振替休館日(図書貸出以外は開室)

13日 見学：韓国チュンチョ東部教会

16日 消防避難訓練

17日 オープンデー(館内見学日)

20日 見学：文部科学省教科書課職員

24日 近点研設立40周年記念講演会(玉水)

29日 近畿視情協サービス委員会研修会

見学：日本盲人会連合点字図書館

30日 全視情協テキストデイジー研修会

予 定予 定予 定予 定

【２月】

14日 オープンデー(館内見学日､要予約)

19日 近畿視情協職員研修会(府立中央図)

27日 わろう座体験会｢鍵泥棒のメソッド｣

京都北東、比叡山麓のわが家では編 集編 集編 集編 集

元旦昼過ぎから、あれよあれよと後 記後 記後 記後 記

いう間に雪が降り積もり、屋根の上は積雪

40ｃｍにも。ラオスから来日し、正月を拙

宅で過ごしたチゴンさんは初体験で、｢雪

は食べられるのか？｣と大喜び。ところが

３日、落雪で庇が壊れ、私は雪下ろしを初

体験することになり、へとへとに。聞けば、

故郷山形県最上地方でも大雪。しかも水気

が多くて重いため、除雪が大変だと。異常

気象の背景にある環境汚染に、｢雪やこん

こ｣と暢気に歌ってもいられません。(竹)
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