
- 1 -

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

対面リーディング通信 2015年

201５年１０月1日 発行 第１６６号（隔月刊） 10月
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「対面リーディングの集い」のご案内

日時：11月10日（火曜日） 13時～16時

場所：情報文化センター４階 第１会議室

講師：木村 謹治（きむら きんじ）

今年も集いの時期がやってきました。皆さまのご参加をお待ちしています。

今回は「誌上勉強会を振り返って」と題して、これまでの誌上勉強会の中から、みなさんが

より詳しく知りたいというテーマを選んで意見交換を行います。

参加ご希望の方はお申し込み時に取り上げてほしいテーマをお伝えください。ご希望の多か

ったテーマを当日の題材といたします。

（テーマの例：グラフ、記号、地図、取扱説明書など）

交流会では、普段の対面に関する意見交換ができればと思っています。

皆さまのご参加をお待ちしています。

参加予定の方は職員までお知らせ下さい。また、メールでの受付も行っています。

メールアドレスは book@iccb.jp です。

なお、ご連絡がなかったかたには、後日お電話での出欠確認をさせていただきます。

今月号の主な内容
対面リーディングの集いのご案内 １

対面リーディング難所物語 漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その５） 二村 晃 ２

私のふるさと 私のふるさと 瀧沢 彰子 ３

誌上勉強会 取扱説明書を読む その３ 木村 謹治 ４

寄り道・回り道 ロシア料理レストラン 鶴のす 杉原 佳子 ８

人と人生 松井進 盲導犬と共に 澤井 稔 ９
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅢＸⅢ〉

８０．漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その５）

二村 晃
ふ た む ら あきら

133

雨の続く９月、しとしとぴっちゃんと、ま

るで梅雨のような欝陶しい時雨の毎日です。

それもその筈、秋雨前線が日本海の南に横た

わっているのです。気象図では、梅雨前線が

横たわる６月と全く同じで、季節によって、

同じ前線を梅雨前線と呼んだり、秋雨前線と

呼んだりするのだそうですね。

雨に降り込められた日々を慰めてくれる素

晴らしい贈物が、肥後橋の情報文化センター

サービス部から届きました。各地で音訳され

ていた漫画作品を探して頂いたのです。その

幾つかをご紹介しましょう。

１．調布市立図書館制作、美内すずえ著『ガ

ラスの仮面 Ⅰ．千の仮面を持つ少女』。

これは舞台のフットライトに運命的に魅せ

られた少女、中学２年生の北島マヤの足跡を

追う物語です。彼女は決して美少女ではなく、

成績も良くはない平凡な少女。父親はなく母

親は横浜の小さな中華料理店の住込み店員。

彼女も出前などを手伝っています。だが、映

画館に出前に行った彼女は映画に見惚れて１

時間半も帰って来ません。映画だけでなくテ

レビの時代劇でも、およそドラマと名のつく

ものなら何であれ、登場人物になりきって夢

中になってしまいます。しかも、好きという

だけでなく、椿姫の舞台を一度見ただけで３

時間半に及ぶ役者の台詞はおろか、細やかな

演技の端々まで全てを記憶しているという凄

い能力を持っているのです。演劇歴は、中学

の学園祭で道化役を演じて、内面に浮かぶ感

情のままにシリアスに表現して、大喝采を博

したことがあるだけなのに……。

そんな彼女の才能に目をつけたのが月影黒

夫人と呼ばれる元女優。舞台上演中の事故で

顔の半分を負傷し、女優生命を絶たれたので

すが、上映権を持っている『紅天女』の主演

女優を自ら育てようと探していたのです。本

篇は、家出したマヤが黒夫人の演劇研究所に

入学したところで終っています。続きが待た

れる素敵な作品です。

２．調布市立図書館制作。手塚治虫著『アド

ルフに告ぐ』。

「アドルフ」と呼ばれた３人の男たちの物

語です。彼ら３人は、それぞれ違った人生を

辿りながら、１本の運命の糸に結ばれていま

した。お話は昭和11年８月、オリンピック

が開催されていたベルリンで始まります。ア

ドルフ・ヒットラーの出生の謎に迫る手塚治

虫会心のミステリー大作！ 今回は第１巻だ

け。全４巻を通しで読みたいですね。

３．広島県立視覚障害者情報センター制作、

小山宙也著『宇宙兄弟』。
ちゅうや

幼少時代、星空を見ながら約束を交わした

兄・六太(ムッタ)と、弟・日々人(ヒビト)。

2025年、弟は約束通り宇宙飛行士になり、

月面の第一次長期滞在クルーの一員となって、

訓練を続けています。一方、会社を馘首され、
かくしゅ

無職の兄、六太。弟からの１通のメールで再

び宇宙を目指し始めます。宇宙飛行士試験の

結果を待つ六太。続篇が待たれます。なおコ

マ移動の際、「次ぎ！」と号令がかかるのが

気になります。省略していいのでは？

各地には、漫画音訳の傑作がまだ眠ってい

るようです。掘り起こしをぜひ！ 〈続く〉
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私のふるさと 職員紹介

私のふるさと

製作部 電子書籍担当 瀧沢 彰子
た き ざ わ あ き こ

結婚を機に京都に引っ越して、2年半近く

が過ぎました。私の出身は、東京都中野区で

す。とは言っても、中・高・大学の頃は、埼

玉県狭山市に住んでいたので、何年かは抜け

ているのですが、小学校までと社会人時代、

一番長く住んでいたのは中野なので、出身を

聞かれるとそのように答えています。

中野区は、東京

23区の西部にあ

り、新宿区、渋

谷区など繁華街

を有する区に隣

接しています。

現在では、中野

駅周辺の再開発も進み、高層マンションが立

ち並ぶようになりましたが、私が小さかった

頃は、新宿区の隣という都会の真ん中にも関

わらず、私の家の前には大きな雑木林があり、

夏は蝉の声がうるさいくらいののどかな街で

した。近くのお寺や神社では、8の日の縁日

や夏のお祭りなどがあり、放課後は、母から

もらった数百円

を片手に、友だ

ちと縁日やお祭

り、駄菓子屋に

よく行ったもの

でした。

関西の方は中野と聞いてもピンとこない
かた

かも知れませんが、中野と言えば、マンガや

アニメの関連店舗が集積する「オタク・サブ

カルの聖地」の中野ブロードウェイが有名で

す。天井が低く、小さい店がひしめき合い、

油断すると道がわからなくなる館内は、ダン

ジョン（迷宮）さながら。雰囲気を関西で例

えるなら、大阪駅前ビルでしょうか。お店で

は、マンガ専門の古書店の「まんだらけ」が

有名ですが、地下にある「日本で二番目に大

きいソフトクリーム」のお

店「デイリーチコ」も、お

すすめです（以前は、「日

本一」でした。どこに抜か

れたのか、ご存知の方はぜ

ひ教えてください！）。

中野ブロードウェイ周辺も、なかなか個

性的な飲食店が立ち並び、中には、お坊さん

がやっている「坊主バー」もあります。たま

に行っては「極楽浄

土」「阿弥陀如来」な

どの名前が付いたカク

テルを飲んでいまし

た。

今も帰省すると、中野に立ち寄ります。再

開発で中野駅前はずいぶん変わってしまいま

したが、少し路地を入ると、昔と変わらない

風景があります。数年前までいた場所に、も

う自分がいないのだと感じる瞬間を時折寂し

く感じますが、こうやって「ふるさと」と呼

べる場所が増えたのも、ステキなご縁！京都

生活を楽しみたいと思います。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 １２

－ 取扱説明書を読む その３ －

「OLYMPUS DS-902 取扱説明書」の３回目、前回からの続きです。この機器で一番の関
心事である録音から再生の説明に移ります。

読み方は、利用者がどの部分の説明が必要なのかや、機器に対する習熟度など人によって変

わってきます。

■ シーンに合わせて録音する (P39)

マークが表示されているので、音声

認識機能が使えますね。

読み手が変わって、ここから別のボランテ

ィアが担当することになれば、『音声認識機

能？』と言う事になりますね。まずは、31

ページに戻って読み直さなければなりません。

でも、裏技があります。復習も兼ねて利

用者本人に聞く方法です。『音声認識機能っ

て何ですか？ 操作方法は？』

利用者に伺う、つまり人に説明することは、

自分の理解を深めることにもなり、一石二鳥

と言えるかも知れません。

この方法は随所で使えます。確かに読んだ

記憶があるが、読む事に気が一杯で操作方法

を忘れた時などです。

但し、利用者がまだ覚えきっていない場合

や、その部分を読み飛ばした場合などは、こ

の方法を利用できません。やはり、31ペー

ジに戻るしかありませんね。

この場合、『音声での認識方法を読みます

が、声を出して読みましょうか？ 一緒に聞

かれますか？』と利用者に呼びかけるのも一

方法です。同じ時間を使って利用者も復習に

なります。

さて、本文の読み方です。文字は少ないの

で、あっという間に読み終わります。ここで

大事なのは、ボタンの位置です。利用者に触

っていただき、確実に伝えるようにして下さ

い。

また、「ヒント」の囲み記事に「Ｆ３とか

Ｆ１」などボタンの使用例が出てきます。

ボタンの位置は４ページ『各部のなまえ』

を見る必要があります。前回にも書きました

が、付箋を貼るなどし、繰り返し見る必要の

あるページはすばやく開けるよう工夫して下

さい。

ディスプレーの中の絵は

説明する必要はないでしょ

う。文字は利用者と相談し

て読むかどうかは決めて下

さい。ここの図は「講義」

を選んだ時の例です。読むとすれば、実際に

触りながら『講義→会議・・・』と変わりま

すねと読むのがベターでしょう。

次ページに設定内容が記載されています。

４つの機能「講義・会議・商談・口述」です

ね。ここでもレベルやモードなど詳しい内容

を読むかどうかは利用者と相談して下さい。

■ 再生について （P.41）

再生の基本は、再生するデータを選ぶ、再

生・停止（一時停止）・早送り（早戻し）、

音量などでしょうか。

まずは再生を希望するファイルが何処に保

存されているかを探さなければなりません。
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41ページはファイ

ルの保存場所であるフ

ォルダの種類を説明し

ています。

４種類あるのがわか

りました。単に読むだ

けならば左の囲みを読

めば終わりです。

でも 3 0

ページを参照とも書い

ています。すでに読み

終わったページですが、ここでもう一度復習

するのも、いいかもしれ

ません。

まずは、「ホームボタ

ン」を押してホーム画面

を表示します。次に、十

字ボタンを左右または上

下に動かし、目的のフォ

ルダを選びます。

フォルダの種類は上記

の「ヒント」に書かれて

いる内容です。

ここまで書いていて、少し心配になってき

ました。実際に機器を触らないで書いてもい

いものかと。我が家にはこの機器がないので、

職場で触らせてもらいました。

取扱説明書には「１．再生するファイルが

収録されているフォルダからファイルを選

ぶ」「２．OK ボタンを押して開始をする」
となっています。

実際に触ってみると、そう単純には片づき

ません。フォルダ（モード）の下の階層が選

んだフォルダ（モード）によって違ってきま

す。

２７～２８ページにフォルダ等の説明があ

ります。

例えば「音声録音用フォルダ」は「レコー

ダー（RECORDER）」と表示されたフォル
ダの下に「フォルダＡ」～「フォルダＥ」ま

でが存在します。更にややこしくしているの
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は、各フォルダ名を変更することが出来るこ

とです。例えば「会議」とか「講演」「コー

ラス練習」・・・と言うように。

そしてその下に、具体的なファイルがあり

ます。このファイルを選び再生するわけです。

ところが、フォルダやファイルを選択する

ときに必要なボタンがあります。

４ページの各部の名前の図の中にある

「⑪ F1／ F2／ F3
ボタン」です。ファ

ンクションキーの１

番から３番です。

ファンクションキ

ーはシーンによって

役割が違います。

例えば６ページの

各部の名前では

［レコーダー］モードで「フォルダリスト表

示」「ファイルリスト表示」では F1ボタン
は「戻る」ですが「ファイル表示」では「リ

スト」になっています。操作した結論から言

うと、この場面では一つ前の状態に戻るため

のボタンのようです。このように、F1ボタ
ンは上記の例以外に様々な機能が割り付けら

れています。最近の高機能機器の特徴ですね。

では、実際に書かれた通りに実行してみま

しょう。

例えば、ホーム画面から十字キーを押し

［ミュージック］を選びます。次にＯＫボタ

ンを押します。さらにＯＫボタンを押すと再

生が始まります。確かに書かれている通りで

す。

でも、ちょっと待って下さい。聴こうとし

ていた曲ではありません。流れている曲は前

回聴いていた曲です。今日は気分を変えて他

の曲を聴こうとしたのですが。

一般的にはアルバム（ＣＤ）の中に曲が保

存されています。このボイスレコーダーも、

その様な構造になっています。

取扱説明書をパラパラめくったのですが、

選曲の方法が分かりません。

が、職場で実際に機器に触れ［ミュージッ

ク］を選びました。次に OK ボタンを押す
と画面に曲名が表示されています。さらに、

回りを見渡すと F1キーの所に「リスト」と
書かれています。『あぁこれだ』と思い、押

してみると、曲名がずらりと並んでいます。

でも、残念ながら希望している曲は表示さ

れません。F1キーを眺めると、今度は「戻
る」と表示が変わっていました。

試しに押すと、アルバム名が表示されまし

た。その中から、希望のアルバムを選び、

OK ボタンを押します。すると、曲名が表示
されます。その中に希望の曲が見つかりまし

た。

その曲を選び OK ボタンを押すと無事に
聴こうとしていた曲が流れてきました。

再び、取扱説明書に戻りパラパラとページ

をめくっていきます。

30ページの「フォルダとファイルの選び

かた」の項が見つかりました。

［ミュージック］モードの例が表示されて

います。［ミュージック］モードを選び OK
ボタンを押すとフォルダリスト（アルバム

名）が表示されるので、フォルダリストの中

から必要なフォルダ（アルバム名）を選び、

OK ボタンを押すとファイルリスト（曲名）
が表示されます。その中から聴きたい曲を選

択し OK ボタンを押す、この一連の操作が
必要だと思われます。
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実際には［ミュージック］モードを選び

OK ボタンを押すと、いきなり音楽が流れ出
します。説明書を詳しく見ると点線で書かれ

た部分があり、注釈が入っています。曰く

『2回目以降は、［ホーム］画面から最後に

再生したファイルのファイル表示画面に移行

します』と。

以上をまとめると、［ミュージック］モー

ドを選び OK ボタンを押す→ F1「リスト」
ボタンを押す→ F1「戻る」ボタンを押す→
アルバムを選ぶ→ OK ボタンを押す→曲名
を選ぶ→ OK ボタンを押す→もう一度 OK
ボタンを押す となります。

41ページに書かれている事以外の操作を

しなければ、目的のファイルを再生すること

が出来ません。

実際に機器を触ることにより初めて得られ

た情報が多々ありました。関連する説明のペ

ージを探す手がかりにもなりました。

説明書だけでは分からなかった事だったの

ですが、幸いな

ことに「フォル

ダ名」や「ファ

イル名」は音声

で読み上げてく

れます。もし、音声対応でなければ必要なフ

ァイルを探すのに苦慮します。

いかがでしたでしょうか？ 文章にすると、

長文になり、大変難しく感じますが、実際に

機器に触れてみると面白いように分かってき

ます。利用者と共に、ボランティアの皆さ

まも一緒に機器を触られることをお勧めし

ます。小さな画面ですが、表示内容も参考

になります。何となく想像して操作すれば取

扱説明書を見るより簡単かも知れません。

以上まとめると、必要に応じて関連のある

項目（ページ）を見る必要があります。何度

もページを行ったり来たりする事が生じます。

その為には付箋を貼るなどして、すばやく

ページ移動が出来るよう工夫が必要です。

そして、読み進めるにつれて、対面リーデ

ィングの素晴らしい側面を確認する事が出来

ます。

何度も書きましたが、単に書かれた事だけ

を読むならば、「機器を買ったものの使えな

い」事になりかねません。

音訳や点訳では図書に書かれた内容を忠実

に訳します。もちろん、図や写真も言葉に置

き換えるなどし、出来るだけ忠実に再現する

努力は払われています。

しかしながら、残念な事に説明書を読み解

くことは難しい作業です。音訳や点訳が如何

に素晴らしいものであっても、元の資料が難

解であったり、説明不足では理解の妨げにな

ります。

実際、取扱説明書の録音版を聴きましたが、

これでは・・・と言う気になりました。

手助けになるのは、実際に機器に触れ、操

作しながらページを繰り、また、ディスプレ

ーの画面を見たり、ある時には、推測で操作

をしたりしながら解決して行く事です。これ

を可能にするのは対面リーディングなのです。

これこそ、対面リーディングの素晴らしい

側面です。説明書を読むから、一歩進んで、

利用者個人の為のオリジナルな「説明書」を

作る作業かも知れません。

私たちの活動名は「対面リーディング」ですが、取扱説明書を読む行為では単純に「リーデ

ィング」だけでは済まされません。解説というか、説明というか、一緒に考えて行くというか、

リーディングを越えた活動が必要となってきます。

読むことから逸脱した行為だとも言えますが、取扱説明書を読むということは、利用者が

操作出来ることが完成形なので致し方ない側面があります。

あくまでも、ボランティアの知識の披露を勧めているのではありません。利

用者が理解できない部分を説明書の中から見つけ出し、そして、操作をするこ

とにより深めて行く。あたかも、利用者自身が操作し、読み進んでいるかのよ

うに、補助して頂く事を願っています。
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寄り道・回り道 レポーター：杉原 佳子
すぎはら よし こ

ロシア料理レストラン 鶴のす

【所在地】 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ B1F
【電話番号】 06-6344-4485
【行き方】 大阪市営地下鉄四つ橋線 西梅田駅

【営業時間】 11:15～14:15、17:30～20:00（土曜日はランチタイムのみ営業）
【定休日】 日曜日・祝日

【URL】 http://www.avanza.co.jp/avanza/shop/shop_tsurunosu.html

堂島アバンザのB１階にあるロシア料理の

お店「鶴のす」に行ってきました。

広大なユーラシア大陸の大地で、民衆から

長く愛されてきたロシア料理に、素朴さや家

庭的な温かさを感じていた私は、機会があれ

ば、ロシア料理のお店に足を運んでみたいと

ずっと思っていました。

そして今回、願いが叶

い、大阪在住のお友達

から紹介してもらった

のがロシア料理のお店

「鶴のす」です。

 
冬が長く厳しいロシアの人達は、野菜たっ

ぷりの煮込み料理、オレンジ色のボルシチで

体も温めて、栄養もバッチリね！というイメ

ージでしたが、こちらのボルシチは、オレン

ジ色ではなく、カレーをとても薄くした様な

色です。たまねぎがたっぷりの優しいお味で

ライス大盛りとボルシチのセットで650円。

他にピロシキやオムライス等もあります。

お味もサービスもお財布にも、優しいお店

でした。あっさりとしたお味が好みの方と相

性が良いと思います。

こちらのセットを食べ

てから、ビールなどを飲

みに出かけたりしても楽

しいのではないでしょう

か？とても残念だったのは、ピロシキが売り

切れだった事です。丁度、夏休み中だったた

め、おいしいと人気のピロシキは、夏休み中

の子供達にも人気があるらしく、売り切れて

いました。

個人的に、チャイコ

フスキーの「花のワル

ツ」をピロシキに聞か

せて作っているという

神戸そごう店地下の

「ピロシキ屋」さんも

好きで、神戸に行くとおみやげに購入するの

ですが、音楽を聞かせずに作った場合のおい

しいと評判のピロシキとどんな違いがあるの

か、密かにピロシキ食べ比べをしてみたかっ

たので(笑)とっても残念でした。今度は、夏

休みが終った時期をねらって、ぜひピロシキ

を食べに行きたいと思います。

「鶴のす」は、堂島アバンザにあり、肥後

橋や梅田からもアクセスが良く、店内に書店

ジュンク堂もあり、とても便利です。女性１

人でも入りやすいお店ですので、今年の秋の

待ち合わせには、温かいボルシチをいかがで

しょうか？
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人と人生
松井 進 盲導犬と共に

ま つ い すすむ

対面リーディング・ボランティア 澤井 稔
さ わ い みのる

ここに盲導犬と共に 逞 しく生きる一人の
たくま

人がいます。1971年７月生まれ満44歳。

働き盛りの男性です。

松井進さん。彼は千葉県に生まれ、先天性

緑内障で弱視のため、幼稚園・小学校は何と

か支援を受けて通い、中学校からは盲学校に

通いました。高校卒業後はアメリカに単身留

学して英語やコンピュータのプログラミング

を習得しました。帰国後は、点字による公務

員試験を受け合格し、1992年千葉県として

初めて重度の視覚障害を持つ行政職の職員と

して勤務しました。

アメリカ留学中に知り合った視覚障害者達

が盲導犬と一緒に生き生きと社会参加してい

る姿に大きく触発され、勤め始めた最初の年

に盲導犬給付事業に申込みました。1993年

１月から、盲導犬を育成している財団法人ア

イメイト協会で歩行指導を受け、２月、アイ

メイト（盲導犬）である“クリナム”との二

人三脚が始まりました。そして現在は、行動

を共にするアイメイトも４頭目の“ジョバン

ニ”との歩行指導訓練を経て、ますます職務

の幅が広がり、千葉県文書館から千葉県立中

央図書館勤務へと仕事も変わりました。又プ

ライベートの活動においても、アイメイト協

会同窓会役員や「盲導犬を普及させる会」ア

ドバイザーを積極的に担い、盲導犬への理解

と普及に努める毎日を送っています。

彼の著書を読みますと、子供時代の彼は点

字や白杖を使う事は「自分自身への敗北」の

ように感じ、かなりの抵抗感を持つ少年であ

ったと思われます。無理をしてルーペや拡大

読書器を使い、一般の文字の読み書きをして

いた様です。しかし追い打ちをかけるある事

故をきっかけに視力の低下が始まり、一般文

字を利用する事は困難になりました。小学校

四年生の夏休みの時のローラースケートでの

高い場所からの転落事故による顔面の強打で

す。結局これが原因となり、中学からは盲学

校に進む事になりました。入学後本格的に点

字へ切り替えたのですが、なかなか指先で読

み取る事が出来なかったようです。彼にとっ

ての点字の使用は、まさに「障害の受容の過

程」そのものであったようです。

点字図書や朗読テープの利用で本を読みふ

けった事は、どんどん彼の世界を広げ、苦し

んでいるのは自分だけではないとの認識に到

達したようです。厳しい境遇や苦労に直面し

ながらも前向きに生きている多くの人達がい

る事を知り、諦めない心を手に入れたと著書

に記しています。又実際面でも、点字を習得
しる

したおかげでその後の彼の人生が大きく変わ

った事も間違いないように思われます。現在

千葉県庁に勤め、点字を活用しながら働いて

おられますが、一般県民を始め視覚障害者向

けに、点字や録音図書・拡大文字版の資料の

作成や、インターネットを活用した情報提供

事業に取り組んでおられます。就職後、盲導

犬と共に歩き、結婚や両眼摘出手術という大

きな転機を経て、講演活動や書籍の執筆等、

当事者ならではの視点でバリアフリー社会の

実現に日々努力をされています。
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松井さんにとって、アイメイト（盲導犬）

の世界の大先輩である塩屋賢一さんが日本で

最初に盲導犬を訓練したのが、1957年８月。

国産第１号盲導犬チャンピイ以降、アイメイ

ト協会だけでも一千頭以上のアイメイトを世

に送り出しているそうです。

４週間余りの厳しい「歩行指導訓練」を経

て、目的地までのルートを頭の中に描く「メ

ンタルマップ」を基に、一旦外の世界に出れ

ば、数々の障害が視覚障害者に待ち構えてい

ます。健常者にとっての新しい技術の粋の一

つであるハイブリッドカーでさえも、彼らに

は危険の一つになりかねないようです。電気

で走っている時にほとんどエンジン音や排気

音が聞こえない事で背後に車が来ても気が付

かない時は、大きな危険に直面しているそう

です。

ちなみに盲導犬と同様に身体障害者の補助

犬である「聴導犬」は、背後から来る車や自

転車の音を聞き分けて危険を教えてくれるそ

うです。

視覚障害者の今後の社会参加に欠かせない

手段の一つのアイメイト（盲導犬）の普及は

ますます重要課題となりつつあるでしょう。

視覚障害者の中で点字が自由に読み書き出

来るのは10人に１人程度と言われています。

松井さんの様に広い世界の体験を生かして、

パソコン等の新しい技術を駆使できる視覚障

害者が勇気を持って情報発信をして、後に続

く人に希望を与える、そのような世界がどん

どん拡大して欲しいと強く思います。

出来る限り開かれた世界に自由に誰もが飛

び出す事が出来る社会。松井さんのようなフ

ットワークの良いリーダーの取組みを大きな

期待と応援の気持を持って注目したいと思い

ます。

注）小文作成には、松井進さんの著書「盲導

犬の訓練ってどうするの」（㈱生活書店）を

参考にさせて頂きました。

日本ライトハウス展開催のお知らせ

10月の17日（土）、18日（日）の2日間、毎年恒例の「日本ライトハウス展～全国ロービ

ジョンフェア2015」を開催します。場所は難波御堂筋ビル7階ホールで、時間は午前10時

から午後4時までです。

西日本最大規模の視覚障害者用具・機器展として、38社・団体から200点以上の機器、用

具を一堂に展示するほか、ミニステージでは様々な耳寄り情報もお伝えします。ご興味のある

方はぜひご来場ください。入場は無料です。

5階サービスフロアにチラシを置いております。お気軽にお声かけください。

猛暑が過ぎ、過ごしやすい気候となりました。 日本ライトハウス 情報文化センター

夏の疲れは出ていませんか？季節は天高く馬肥 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
ゆる秋、すでに肥え気味の身としては少し控え 06-6136-7704（対面専用）
めに味覚の秋を楽しもうと思います。（Ｆ） 06-6441-0039（サービス部）


