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掲 示 板

ボランティア交流会を３月19日(木)に開催

毎年恒例の当館ボランティア友の会交流会を

来年３月19日(木)、玉水記念館で開催します。

今回のゲストは、本誌３頁で紹介する盲ろうの

梅木久代さんと好彦さん夫妻です。久代さんの

明るい人柄からは想像できない厳しい人生と、

最近のご主人との楽しい生活、盲ろう者の交流

会のお話をしていただきます。ぜひ今からご予

定ください。また、当日はバザーを行います。

売り上げは友の会の貴重な活動資金となります。

ご提供いただけるもの(生ものを除く)がありま

したら、３階総務係までお寄せください。

元館長の岩井和彦さんが逝去

堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者セン

ター館長で、当館元館長の岩井和彦さんが10月

29日、堺市の病院で逝去されました。65歳でし

た。心からご冥福をお祈りいたします。追悼文

を本誌２頁に掲載しますので、お読みください。

｢岩井和彦さんの夢を受け継ぐ会｣を12月16日

(火)13時30分から15時30分、堺市立健康福祉プ

ラザで行います。参加申し込みは12月10日まで

に、電話072-275-5024の同プラザまで。

点譜連の集いに、時田直也さんが出演

点譜連(点字楽譜利用連絡会)主催の標記行事

が12月７日(日)13時30分～16時30分、玉水記念

館３階中ホールで開催。全盲のバリトン歌手、

時田直也さんのお話しと演奏、活動30年を超え

る楽譜点訳ボランティアのお話しが行われます。

参加無料｡申込不要｡会場へ直接ご来場下さい｡

オンキヨー点字作文･特別賞を職員が受賞

点字毎日のオンキヨー第12回世界点字作文コ

ンクール・サポートの部特別賞を当館の加治川

千賀子職員の作品｢視覚障害を理解することか

ら共感しあえるサポーターをめざして｣が受賞

しました。盲ろうの女性の最優秀作品をはじめ

珠玉の受賞作がインターネットで公開されてい

ますので、検索 オンキヨー 点字 加治川

でぜひお読みください。

年末年始のボランティア活動について

12月26日(金)＝仕事納め。ボランティア活動

の最終日は各係でご確認ください。

１月６日(火)＝ボランティア活動と利用者

サービス再開。業務は５日(月)から再開します。
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【追悼】 情報バリアフリーの“夢”に命を燃やした岩井和彦さん

当館館長をはじめ、さまざまな団体や事業の先頭に立ち、情報バリアフリーの実現に全身全霊を捧げた

岩井和彦さんが10月29日、65歳でこの世を旅立ちました。55歳で大腸がんが見つかってから9年8ヶ月間、

苦しい闘病を続け、2年余り前には余命宣告も受けながら、最後まで夢を追い、亡くなる直前まで生きる

気力を失うことはありませんでした。東京ヘレン・ケラー協会発行 点字ジャーナル 2014年12月号に寄稿『 』

した追悼文を同誌の許可を得て書き改め、岩井さんに捧げたいと思います （館長 竹下 亘）。

岩井さんに最後に会ったのは逝去の２週間前。

岩井さんは施設長を務める堺市立健康福祉プラザ

視覚・聴覚障害者センターにほど近い病院に入院

し、緩和ケアを受けながら、がん医療情報の点字、

音声による提供事業や、｢電子書籍｣をテーマとす

る本の編集、｢ふれあい文庫｣の30周年記念行事な

どを指揮していた。そして、海枝子夫人と４人の

子、８人の孫への溢れる愛と、一緒に働いた人達

への感謝を語っていたのが印象的だった。

岩井さんは1949年７月30日、奈良県に生まれた。

両親の愛情を受けて元気に育ったが、小学２年の

時、突然の高熱と全身の湿疹に襲われ、失明(後

年、薬害によるスティーブンス・ジョンソン症候

群と判明)。翌年、大阪府立盲学校(現視覚支援学

校)小学部３年に編入学した。同校ではたちまち

点字に魅了され、盲人野球に熱中。中学部３年の

時には全国盲学校弁論大会で優勝し、高等部では

｢学園紛争｣に参加するなど活発な青春を送った。

専攻科卒業後、1971年、同志社大学文学部社会

学科に入学。竹下義樹、田尻彰、加藤俊和、愼英

弘氏らと関西ＳＬを結成し、初代会長として点字

・録音教材の共同利用を推進した。

大学卒業後、母校の社会科講師を経て、1978年、

日本ライトハウス点字出版所(現点字情報技術セ

ンター)に就職。1983年、奈良県盲人福祉センタ

ー(現視覚障害者福祉センター)に転職し、12年間、

点訳・音訳ボランティアと共に、数々の新しい情

報提供を実現した。

1995年、日本ライトハウスからの懇請に応えて

点字情報技術センターに復職し、1999年から盲人

情報文化センター(現情報文化センター)館長に就

任。その後、法人の常務理事も務めるかたわら、

2003年から2010年まで全視情協の理事長を務めた。

情報文化センター館長就任後は、活躍が全国に広

がり、ブラインドサッカーの国内普及、放送・映

画への音声解説の拡充、全視情協の発展とサピエ

の誕生などに力をふるった。

長髪が似合っていた館長時代の岩井さん

しかし、2005年に始まったがんとの闘病の中で、

仕事を絞って点字図書館業務に集中したいという

願いから全視情協、続いて日本ライトハウスから

身を引き、2012年、堺市立健康福祉プラザ視覚・

聴覚障害者センター長に就任。絶えず治療を続け

ながら、堺での新しい事業や全国的な読み書き

(代読・代筆)情報支援の推進などに全力投球した。

岩井さんの歩みと思いは、自伝 ｢Let it be 視

覚障害あるがままに～夢は、情報バリアフリー｣

(2009年)に詳しいので、ぜひお読みいただきたい。

岩井さんには、際だった魅力と才能があった。

まず特筆すべきは、ダンディな声に包まれた熱

い情熱と温かい気配りで多くの人を魅了したこと

だ。奈良県のセンターの退職時には、多くのボラ

ンティアが集まって別れを惜しみ、泣き声もあが

ったという。また訃報の直後、岩井さんと最近知

り合ったという青年からはこんな追悼のメールが

届いた。｢短いお付き合いでしたが、本当に中身

の濃い２年間でした。僕の思いや考えをすごく買

ってくれ、理解してくれて、いろんなイベントの

コラボの話も即決で『やりましょう』と。あの動

きの速さが僕は大好きでした｣と。このように岩

井さんに惹きつけられ、協力し、応援することに

なった人は数え切れないことだろう。

センターのページ
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また、岩井さんは天性のリーダーだった。関西

ＳＬを作った際、多士済々のメンバーから初代会

長に選ばれたのも、そのリーダーシップやセンス、

行動力を買われたためだった。しかも、その後、

色々なグループや事業のリーダーになっても、決

して傲慢にならず、常にプレイングマネージャー

として第一線に立ち、指示を出しながらメンバー

と共に現場の作業を担うことを惜しまなかった。

そして、岩井さんは根っからのスポーツマンだ

った。中学では盲人野球の近畿地区大会で優勝し、

最優秀選手に選ばれた。奈良県の職員時代には、

国体の盲人卓球で優勝。50歳で国内初のブライン

ドサッカー大会を開催した時は、｢10歳若ければ

選手として出たかった｣と悔しがった。がん発症

から10年近く、手術と入院治療を繰り返しながら

最後まで仕事を続けた生き様は “アスリート”、

の称号に値する闘いだったとは言えないだろうか。

この岩井さんが生涯を通して追い求めた“夢”

が情報バリアフリーだった。点字を愛し、館長職

に就いても触読校正が大好きだった。奈良県では、

点字図書付き絵本や音声地図の製作、スポーツ大

会の｢状況放送｣、てんやく広場への参加と点字版

｢大辞林｣の製作などを次々と展開。日本ライトハ

ウスではテレビや映画の音声解説の普及に邁進し

た。そして、がん発症後は｢情報は命｣と訴えるよ

うになり、最後は｢読み書き(代読・代筆)｣情報支

援と、がん医療情報の提供事業に心血を注いだ。

その根底には、中学の時に味わった｢情報飢餓

体験｣があり、思春期に実社会との接触で痛感し

た差別への怒りがあった。岩井さんが昨年、読み

書きに関わる差別を受けた時に見せた怒りは驚く

ほど激しいものがあった。こうして生まれたのが、

視覚障害者も教科書を手にし、自由に本を読み、

テレビや映画を楽しめる｢情報バリアフリー社会｣

を作りたいという生涯の夢だった。

岩井さんの情報バリアフリーの夢は私たちが引

き継ぎ、その夢が実現する日を目指して残りの人

生を歩んでいきたいと思う。

指先で言葉を紡ぎ、思いを伝える

盲ろう者に“語り合う喜び”を広める梅木久代さん・好彦さんご夫妻

久代さんは２歳の時、高熱により聴力を失い、言葉も話せなくなりました。｢手話を使うと周り

に障害者だとわかってしまう、口話(口の形を読み取る)なら健常者と変わりなく暮らせる 、そん」

な考えが主流の時代でした。35歳で視力も失い、人との会話が難しくなっていきます。長く孤独

と向き合い生きてきた久代さんは触手話(相手の両手に軽く触れ手話を読み取る)に出会い、本来

の明るさを取り戻します。理解者となった好彦さんと結婚し、二人で｢京都盲ろう者ほほえみの

会｣の設立を目指します。京都で開かれた講演の一部をご紹介します。(総務係 加治川千賀子）

孤独の闇に取り残されて

椅子に登り、ガレージの高い窓枠に手をかけ

た母に小５の次男は抱きついて叫びました。

｢やめて～、お母ちゃん！｣ ｢死なせて！｣

母の様子がおかしいと後ろを付いてきたのです。

｢お母ちゃんが死んだら、僕たちはどうなる

の？」次男はそう言いたかったのでしょう。

35歳を迎えた頃、網膜色素変性症が進み、視

力も失いました。前夫との離婚。いつも味方だ

った母の死。長男はいじめを受け、母の障害を

受け入れられなかったのでしょう。久代さんに

｢点字を習うんなら、目はいらんのやな｣と言い

放ちました。久代さんは孤独の中、生きる気力

をなくし、２度の自殺未遂を図ります。しかし、

次男が叫ぶ必死の口元に自分の身勝手な行動を

悔い、子どものために生きる決意をします。

やがて、大阪盲ろう者友の会の存在を知りま

す。そこには親から禁止されていた手話を使い、

元気いっぱいに話す聴覚障害者の姿がありました。

センターのページ
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久代さんは触手話を“まるで魔法の言語”だと

喜び、何十年と忘れていた｢おしゃべり｣を取り

戻し、ついに10年にわたる孤独の闇から脱出、

人の輪を広げていくのです。

京都府の山村で自給自足の生活へ

好彦さんは大阪盲ろう者の会で点字や指点字

を使って通訳介助者の活動をしていました。久

代さんと友達になりたいと思いましたが、手話

はまだ未熟、点字の手紙を送りますが、全く相

手にされません。そのうち、久代さんは京都で

の長男夫婦との同居生活をやめ、自律訓練を受

けて岸和田市へ戻り、夢だった一人暮らしを始

めました。好彦さんはそこへ足を運んでは、自

分が農業で自給自足の生活をしている京都府京

丹後市の味土野という山村で共に暮らそう、と

誘います。久代さんには｢雪深く、バリアだら

けの土地でどうやって暮らしていけるのか？｣

という不安もありましたが、好彦さんの愛情や

集落の人々の優しさが久代さんの不安を和らげ、

二人はやがて結婚、味土野で生活を始めます。

｢京都盲ろう者ほほえみの会｣設立へ

京都には盲ろう者が集う会はありません。

｢同じ境遇の人たちに自分が元気になった触手

話というコミュニケーション法を教えてあげた

い、仲間と語り合う喜びを一人でも多く伝えて

あげたい 」好彦さんも同じ思いでした。久代。

さんが代表、自宅を事務局として好彦さんと準

備を開始、2003年に京都盲ろう者ほほえみの会

を立ち上げました。現在は、京都府北部にも

｢たんぽぽの会｣を立ち上げ、より地域に密着し

た形で交流会を開いています。

生きていることはすばらしい

講演では｢見えない、聞こえないことは不幸

じゃない。コミュニケーション手段があれば、

活動して、友達もできる。通訳介助者と外出し

たり情報ももらえる。生きる大切さを知ったか

らこそ命を楽しんで生きていきたい。皆さんも

夢を最初からあきらめないで、頑張り続け、成

功した時のうれしさを味わってほしい｣と熱い

メッセージを送ってくださいました。

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10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10101010

14タイトル44冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

ＪＲニュース2014年11月号(交通

新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

音の積み木 1冊 点:橋本和代

校:8Fコモド

｢アルプスの少女ハイジ｣に学べ!

元気を取り戻す11の方法とは?

(岩田明子) 3冊 点:松井啓子

校:武部はつ子 校:加尾美千子

オステオパシーの内臓マニピュ

レーション(ｴﾘｯｸ･U.ﾍﾌﾞｹﾞﾝ)

7冊 点･校:G東医

音の積み木1(松井洋平･石川智久)

1冊 点:橋本和代 校:8Fコモド

おぼえるモード社会の要点歴史

4冊 点:奥村純子 校:塚本紀子

藤田周子 校:大蔵継子

おぼえるモード理科の要点中２

4冊 点･校:浜田史子 鴻上真理

怪異トキドキあたる

(くしまちみなと) 4冊

点:冨田京子 校:河村牧子

木村寿子 校:大蔵継子

凱旋門賞とは何か宝島社新書

(岡田大) 2冊 点:都解節子

校:G校正 校:篠原苑子

花鳥諷詠､そして未来(稲畑汀子)

3冊 点:山下慧子 校:奥川法子

校:岡田允子

合格できる日本語能力試験Ｎ１

(石崎晶子 他) 4冊

点･校:小原千賀子 藤井恵美子

松井育子 山口節子 浜田史子

校:松井育子

三郎よ(尾山とし) 1冊

点:待田敏彦 校:古谷豊子

睡眠のはなし(内山真) 3冊

点:阿部節子 校:加瀬 孝

校:丸山順介

ハリウッド検視ファイル

(山田敏弘) 4冊

点:香田真由美 校:G校正

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校者名のみを掲載)

チャイナ･ウォー13 小林陽子

追跡！私の｢ごみ｣ 野崎智惠子

ムーンズエンド荘の殺人、

わくわく魔女の誕生日うらない

橋詰玲子

感 謝 報 告
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        学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材

26年度後期分として以下の学

校教材を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 7校 12教科

完成 3612頁

中学校 1校 1教科

完成 321頁

大学 1校 1教科

完成 140頁

わたしとせいかつ 1年 下 155頁

点:河村牧子 校:木村寿子

みんなと学ぶ小学校算数 3年 下

370頁 ﾃﾞｰﾀ修正:上山明美

小学社会 3・4年 下 440頁

点:篠原苑子 校:大蔵継子

新しい国語 4年 下 408頁

点:安井良恵 校:田中真理子

みんなと学ぶ小学校算数 4年 下

338頁 ﾃﾞｰﾀ修正:塚本壽子

校:数学グループ

小学算数 5年 下 405頁

ﾃﾞｰﾀ修正:古財芳子

新しい社会 5年 下 408頁

ﾃﾞｰﾀ修正:田中伸子

小学社会 5年 下 266頁

ﾃﾞｰﾀ修正:糸山武博

校:鴻上真理

小学社会 6年 下 192頁

ﾃﾞｰﾀ修正:篠原苑子

みんなと学ぶ小学校算数 6年 下

275頁 点･校:大阪YWCA点字

子ども図書室

みんなと学ぶ小学校算数 6年 下

中学校へのかけ橋 96頁

点･校:大阪YWCA点字子ども

図書室

新しい社会 6年 下 259頁

点:田中伸子 校:大蔵継子

中学音楽 2･3年 下 321頁

点:中村道子 橋本和代

校:田中伸子

【KS】

電磁気学B 140頁

点:乙訓点訳サークル

        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10101010

18タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

おくりものがたり(伊藤まさこ)

2:56 音:岡香代子 校:谷澤耀子

福池恵理子 浅野雅子

編:町田美樹子

大人のマナー大全 6:17

音:松浦洋子 校:有末 道

山下富代 編:松本紀代

過去を盗んだ男(翔田寛) 10:31

音:植田美穂子 校:米谷治子

遠藤敬子 西川淑子 編:竹下正子

GOSICK8 下(桜庭一樹) 6:39

音:藤森容子 校:神野千晴

山本明美 竹下正子

西鶴のおもしろさ勉誠新書

(江本裕･谷脇理史) 9:22

音:髙梨智子 校:松井喜美代

水野順子 荒木良子 編:鳥山正彦

政治と経済のしくみがわかる

おとな事典(池上彰) 10:12

音:中澤康子 校:溝渕久美子

阪越紀子 岡香代子 編:川端正子

世界恐怖旅行(大井優子) 5:10

音:坂口幸子 校:上月直子

伊東晴子 編:石井ふみ代

世界の奇跡ニッポン！

(大川半左衛門) 3:30

音:小倉玲子 校:谷口伊都子

荒木良子 編:本村英子

｢先生､できました!｣(大橋宏明)

3:43 音:鬼頭順子 校:鈴木栄子

八田芙未子 編:浅野雅子

空飛ぶペンギン(上村佑) 5:49

音:飯村紀子 校:東 佳子

山見順子 古跡眞知子

編:森 和子

ていねいなのに伝わらない｢話せ

ばわかる｣症候群(北川達夫)

4:48 音:辻本紀枝

校:溝渕久美子 若槻敬子

編:岡 香代子

ニッポンの塔(橋爪紳也) 5:36

音:倉富重雄 校:多田裕子

寺田美枝子 編:津川淳子

母のことば､母のこころ(林田スマ)

6:41 音:増木純子 校:澤田和代

阪本由美子 編:浅野雅子

東日本大震災石巻災害医療の全

記録(石井正) 10:08 音:宮 清子

校:谷口伊都子 本田睦子

八田芙未子 編:若槻敬子

ぼくたちはなぜ､学校へ行くのか｡

(マララ・ユスフザイ) 1:11

音:福島博子 校:浜本裕子

久保洋子 木村純子

編:阪本由美子

闇蝙蝠１(吉田親司) 6:06

音:前田綾子 校:伊志峰和代

佐山敦子 浅野雅子

編:八田芙未子

ヤモリの指から不思議なテープ

(松田素子) 5:44 音:松本紀代

校:小林幸子 久保洋子

松井喜美代 編:阪本由美子

歴史が面白くなる東大のディープ

な日本史(相沢理) 7:25

音:矢切素子 校:柳本絹子

本田睦子 鳥山正彦

編:土井賀津子

        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

Ein Choralbuch 2 A book of

chorale-settings livre de

chorales(歌詞カード) 5:35

音･編:西田芳美

Ein Choralbuch 6 A book of

chorale-settings livre de

chorales an morgan･･･

(歌詞カード) 5:11

音･編:西田芳美

茨木のり子展 4:46

音:野村昭子 校:石原英子

消えた女ハヤカワ･ミステリ文庫

(マイクル･Ｚ･リューイン)

10:00 音:三原順子

感 謝 報 告
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システムズアプローチによる

家族療法のすすめ方(吉川悟･

東豊) 12:22 音･編:松田照子

読書欄2014年7月･8月号

音:本田睦子 校:濵 欣子

        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 2014年10月号 2:45

デイジー版 2014年11月号 2:24

音･校･編:英語チーム 伊東晴子

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

辻本紀枝 中島 睦 中原尚子

西田芳美 西和田恵子 野﨑淳子

松浦洋子 的場操代 山崎千代子

山下厚子 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9月号 デイジー版 2:16

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9月号 3:51

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 土井明美 南浦京子

長田ひとみ 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9月号 3:48

音･校･編:理数チーム 金井典子

北川温子 阪本美紀 濵名あきよ

福島博子 本村英子 横山時子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2014年9月25日号 9:19

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 加茂みくり 姜 貞眞

川添美智子 木村 晶 小西君子

北川由美子 坂田嘉子 阪本美紀

佐藤公平 澤井 稔 澤田玲子

島 美緒 嶋林茂子 関田通子

大登晴代 武市敦子 建部節子

田中葉子 中農晃子 橋本順子

羽淵雅子 浜 洋一 松浦洋子

真見奈津子 密山一二三

吉田典子 和田啓子 渡辺周子

編集 古跡眞知子

2014年10月2日号 8:55

乾 郁子 今岡松代 大山 猛

岡村勝彦 柏木和子 上田啓子

河原眞知子 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 野村美穂子 畑中法子

兵頭つね子 深津綾子 福井和子

福田佳代 編集 中本和代

2014年10月9日号 9:34

荒川尚子 上原多美子 長村明子

加藤和夫 上村裕子 木村 晶

小谷 常 坂口幸子 阪本美紀

阪本由美子 佐藤公平 澤田玲子

島 美緒 鈴木恵子 高田郁恵

中農晃子 西岡千代子 増田典子

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 井駒多津子

2014年10月16日号 12:36

岩谷友子 上野輝子 太田貴子

大山節子 越智真弓子 岸野裕子

北村優美子 佐藤公平 髙久俊子

新熊美衛子 詫摩多美子

寺西竹子 当房公子 中村洋子

西村道子 西本美加子 直場徳宥

西山トシ子 橋本明子 松浦洋子

松原和子 守田喜久子 山下富代

柳内登喜子 山下 豊

山田栄利子 和田文子

編集 古跡眞知子

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｣

2014年11月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:08

音:本田睦子 校:濵 欣子

墨字版発送:黒川加代子 小西清恵

中村由紀子 刀根啓美 藤井幸子

西垣泰子 松永壮兒 山田一弘

お役立ち目録 2014年11月号お役立ち目録 2014年11月号お役立ち目録 2014年11月号お役立ち目録 2014年11月号『『『『

～今年公開された映画･ドラマ～今年公開された映画･ドラマ～今年公開された映画･ドラマ～今年公開された映画･ドラマ

の原作～』の原作～』の原作～』の原作～』

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10月号 4:14

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 夛田禮子 竹田佳代

津川淳子 寺田美枝子 西田芳美

二宮真理 浜本裕子 福島博子

松浦洋子 三上 菊 村田 光

目連雅子 山見順子

ワンブック 2014年11月号発送『 』『 』『 』『 』

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

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

MONTHLY “日本一”明るい経済

新聞10月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦
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     音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説

◆ボイスぷらす

奇跡のリンゴ

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ:竹田佳代

台本:勝亦悦子 鹿津直美

竹田佳代

編集:勝亦悦子 鹿津直美

釣りバカ日誌11

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ:鹿津直美

台本:勝亦悦子 鹿津直美

長岡しょう子 松原 博 藤井倫子

編集:勝亦悦子 鹿津直美

松原 博

ｶﾞｲﾄﾞCD同期

釣りバカ日誌７ 藤井倫子

釣りバカ日誌８ 松原 博

10/31わろう座映画体験会

｢奇跡のリンゴ｣ご協力

勝亦悦子 加藤由美子 阪口雅代

鹿津直美 那須由美子 竹田佳代

中村京子 西川真知子 藤井倫子

廣野美代子

機材整理協力

羽田直美 那須由美子 中嶋真弓

松原 博 古澤満寿枝

※プライベート製作

刑事犬カール3(15～21話)

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ･台本･編集:

古澤満寿枝 校:那須由美子

 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

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

太田貴子 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］河原杏子

竹内久代 永崎利恵 森島真由美

◆ 10月の貸出実績◆ 10月の貸出実績◆ 10月の貸出実績◆ 10月の貸出実績

点字 191冊 ＦＤ 0枚

デイジー3499枚 テープ 38巻

★10月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

侠盗五人世直し帖(吉田雄亮)

転び坂(羽太雄平)

知の百家言(中村雄二郎)

チャーチル(ポール･ジョンソン)

【デイジー図書】

流れ者 旗本与一郎

(羽太雄平)

古希祝い(伊藤致雄)

我が君主は天にあり 上

(浅黄霞雲)

残酷なチョコレート

(木村二郎)

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 404枚)

雑誌 8タイトル(1119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 ）』

 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  

荒河裕子 一色和子 犬塚敬彦

井上満子 岩見博司 植田純子

上村春枝 後 恵子 江口不二子

大島幸子 太田貴子 岡崎宏美

置塩啓子 荻野珠紀 奥井秀子

片岡佐知子 桂 公子 金澤順子

加納蕙子 神谷考子 菊池雅子

木畑紀子 蔵田ゆみ子 倉都和子

黒部妙子 古賀和子 小杉洋子

澤井 稔 柴田智美 渋谷登与子

島 美緒 嶋林茂子 神保克子

角野和子 妹尾優香 髙久俊子

高橋節子 詫摩多美子 竹永多恵子

建石芳子 田那辺優子 谷崎節子

田伏惠子 寺内久美子 寺西竹子

藤堂麻須子 中澤恵子 中島谷悦子

中野龍子 難波美乃 西村與里子

新田幹子 直場徳宥 野村京子

橋村恵子 畠田幹子 福地京子

久野友記子 廣岡敏雄 林 勇

福田嘉寿憲 藤澤元子 藤田佳子

麓 孜子 古木昭子 寶田サチヱ

細井昌子 細見芳江 前田元子

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

松原和子 眞野祥子 三島啓子

宮坂暁子 宮本和子 望月 明

八十嶋敦子 山内一子 山崎 彰

山田栄利子

10月 利用者16人･98件

ボランティア85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）

【10月実績】

訪問(1回2人):松本一寛 萩原博子

例会(1回2人):石川昌宏 伊藤 勇

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

乙訓点訳サークル 風仁サロン

浅井順一 上村真寿美 大滝 泉

茄子原伸和 匿名１名

(敬称略をご容赦下さい)



対面ボランティアの集いを開催

当館のボランティアを対象に毎年行って

いる｢対面リーディング・ボランティアの

集い｣が11月14日午後、当館で行われ、16

人が参加しました。ゲストは当館や地域の

公共図書館で対面朗読を利用している竹田

幸代職員で、当館の対面ボランティアの専

門書籍を読む技術を高く評価する一方、ち

ょっとした書類を少しの時間でも利用した

いという希望などが話されました。また、

参加者同士の話し合いでは、利用者が居眠

りした場合の対応や、竹田職員が希望した

“ちょっとした対面”についての意見など

が活発に交わされました。参加者は少なめ

でしたが、中身の濃い集りとなりました。

肥後橋ちょっと“触れ歩き”⑥

先日初めてグランフロント梅田に足を踏

み入れたところ、ＪＲ大阪駅から南館への

連絡通路(地上２階)の入口にグランフロン

ト大阪全体の模型がありました。惜しむら

くは触知用ではないため、触るには腰の高

さの台座に身を乗り出す必要があるところ。

せっかく模

型を設置す

るなら、最

初から触っ

て観られる

前提で作っ

てほしいで

すね。

**************************************

◎ボランティア友の会世話人会報告

11月6日(木)10:00～11:30

出席者 片岡､加藤､金井､清水､白石､鳥山､

逸見､藤井､山本､(竹下、林田、加治川)

<館からの報告> 日ラ展報告､全視情協大

会報告(マラケシュ条約について)

<協議事項> 施設見学会の詳細確認/ボラ

ンティア交流会のゲスト検討(本誌１頁の

通り、梅木久代・好彦さんご夫妻に決定)

<次回予定> 2015年1月8日(木)10:00～

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【11月】

８日 オープンデー(館内見学日)

ライトハウス祭り(鶴見事業所)

11日 見学：リハセン養成部受講生

14日 対面リーディングＶの集い

ふれあい文庫30周年式典(竹下､奥野)

15日 見学：タイ児童良書提供事業一行

22日 振替休館(８､５､４､３階は開室)

25日 Ｖ友の会施設見学会(リハセン､出版)

バリアフリー映画会｢天地明察｣(玉水)29日

予 定予 定予 定予 定

【12月】

13日 オープンデー(館内見学日､要予約)

16日 岩井和彦さんの夢を受け継ぐ会(堺市)

近畿視情協ボランティア研修会(玉水)18日

24日 利用者サービス最終日

26日 仕事納め

【1月】

５日 仕事始め(15時から法人行事で休館)

６日 ボランティア活動・サービス開始

８日 ボランティア友の会世話人会

岩井さんに初めて会ったのは28年編 集編 集編 集編 集

前。新米の頃、奈良のセンターに後 記後 記後 記後 記

訪ねて昼食をご馳走になり、色々な助言を

もらいました。その後、同じ法人で17年、

岩井館長の部下として12年仕え、私の社会

人としての半生は岩井さんなしには語れな

いものとなりました。そんな岩井さんの原

点とも言える、15歳の時の初々しい優勝弁

論がYou Tubeで 岩井和彦 と入れると聴け

ます。ぜひお聴きください。(竹)
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