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掲 示 板

ボランティア交流会を３月８日(火)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８日(火)、玉水記念館で開催します。

今年は２部構成で、第１部は当館の利用者サー

ビスや視覚障害者用具・機器、点字・録音図書

等の製作の様子についてご紹介します。第２部

はゲストをお招きして落語とハーモニカ演奏を

披露していただきます。ぜひご参加ください。

また当日はバザーを行います。売上は友の会の

貴重な活動資金になります。ご提供いただける

品物(生もの、景品等を除く)がありましたら、

３階総務係までどしどしお寄せください。

専門音訳講習会デイジー編集コースを開講

毎日新聞大阪社会事業団との共催で標記

講習会・応用編を開講します。専門書を含

め、聴いてわかる図書を作るための編集を

）。学びます(PC編集の実習ではありません

日時 ２月12日(金)か17日(水)のいずれ

か１日、10時～16時

対象 既にデイジー編集作業を10タイト

ル以上行っている方

参加費 1,000円

申込は録音製作係(電話06-6441-1017)へ

要項請求の上、１月29日(金)までにどうぞ。

マラケシュ条約と著作権法に関する講演会

近畿視情協の2015年度職員研修会が１月

27日(水)13時30分～16時30分、当館４階会

議室で開催。｢マラケシュ条約と著作権法

改正によって変わるもの～読書のバリアフ

リー化に関する現状と今後の課題｣(仮題)

と題して、宇野和博氏(筑波大学附属視覚

特別支援学校教諭)の講演が行われます。

席があれば一般聴講も可。参加申込は１月

20日(水)までに、電話06-6441-0015の当館

内近畿視情協事務局までどうぞ。

新年のボランティア活動は６日(水)から

新年の仕事始めは１月５日(火)ですが、法人

行事のため午後２時で閉館します。ボランティ

ア活動と利用者サービスは１月６日(水)から再

開します。１月９日(土)はハッピーマンデーの

振替休館ですが、サービス部門(５階サービス

フロア､４階会議室､３階総務係)は開館します。
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ボランティア、支援者と力を合わせて、情報環境の改善を新年のご挨拶～

館長 竹下 亘

新年おめでとうございます。旧年中、皆さま

からいただいたご支援とご協力に心から感謝申

し上げるとともに、今年が皆さまにとってより

良き年となりますようにお祈り申し上げます。

昨年は貴重なご寄附をもとに、新たに点字図

書の利用拡大(点字たねまき事業)と、専門音訳

技術の普及（全国４ヶ所での視覚的資料等の音

訳技術研修事業)に着手することができました。

｢障害者権利条約｣の上に立って、いささかなり

とも“情報共有社会”の実現に寄与することが

できたと自負していますが、その中で、身にし

みて感じていることがあります。

一つは、大変残念なことに、日本社会の現実

が情報共有の理想から、まだほど遠いことです。

その代表的な実例は、昨年暮れ、国が全住民に

左から久保田文製作部長､橋口勇男専務理事、付与したマイナンバーです。制度の是非はとも

竹下亘館長､岡田弥サービス部長あれ、最大の個人情報と言えるマイナンバーが

視覚障害者に点字、音声等では提供されなかっ

たのです。これでは、障害者権利条約に定めら 年(1933年)のこと。以来83年目の今も、視覚障

れた「一般公衆向けの情報を障害者に対して、 害者の情報利用を支えているのは視覚障害者情

障害に相応した利用しやすい様式により、適時 報提供施設であり、施設や地域で活躍するボラ

に提供する｣という国の義務はないがしろにさ ンティアの方々です。

れたと言わざるを得ません。 当館では、本年も“情報共有社会”の理想を

もう一つは、このような情報環境を改善する 掲げ、利用者、ボランティア、支援者の皆様と

には、やはり社会福祉施設とボランティアの働 力を合わせて、視覚障害者をはじめ、情報利用

きが不可欠だということです。昨年11月号の本 が困難な方々の情報環境の改善に努力して参り

誌にも書きましたが、全国に先駆けて、当法人 ます。どうか、いっそうのお力添えを賜ります

で組織的な点訳奉仕活動が始まったのは昭和８ ようにお願い申し上げます。

盲導犬について学び、ふれあえた有意義な一日

日本ライトハウス盲導犬訓練所へ施設見学会

今年度のボランティア友の会施設見学会は、日本ライトハウス４施設の内、千早赤阪村にある

盲導犬訓練所を見学しました。活躍している盲導犬の話や、誘導・服従訓練の様子を映像を交えな

がら説明を受け、１頭の犬が誕生から天寿を全うするまで数多くのボランティアさんに支えていた

だいていることを実感しました。 （録音製作係ボランティア 伊東 晴子）

今年度のボランティア友の会施設見学会は、

５年ぶりに千早赤阪村の盲導犬訓練所への訪問

となりました。11月16日(月)、参加者39人(ボ

ランティア36人、職員３人)が肥後橋から貸切

バスで、お昼前に山の上にある訓練所に到着し、

訓練士で広報担当の桒木さんに迎えられました。

くわき

センターのページ
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センターのページ

まず子犬のお墓と成犬のお墓へ。｢わが友こ

こに｣の刻印にしんみり。次に向かったのは、

犬を貸与される方が１ヶ月共同訓練する中で盲

導犬と排泄訓練をするための施設と犬舎。ちょ

うど、訓練を受け始めたばかりの溌剌とした訓

練犬が、富田林市街での朝の歩行訓練から戻っ

てきて、みんなと笑顔の対面をしました。

屋外施設を見学後、会議室で桒木さんから盲

導犬の現状等について説明を受けました。この

訓練所出身の145頭を含め、現在国内には984頭

(2015年11月現在)が活躍しているものの、希望

者は3,000人以上(2010年日盲社協調べ)と推定

されており、希望者のニーズにはまだまだ追い

つけていないとのことでした。

繁殖犬から生まれた子犬は、生後２ヶ月から

１歳までパピーウォーカーのもとで過ごし、適

性評価と訓練を経て、２歳頃から10歳頃まで盲

導犬として活動します。実際に盲導犬になれる

のは生まれた子犬のごく一部ですから、１頭が

育つ背景には繁殖犬や多くの子犬、訓練犬が約

100頭、他に｢キャリアチェンジ犬｣(盲導犬にな

らなかった犬)、引退犬などがいるそうです。

１頭の育成に500～600万円もかかるというの

も、そう考えると納得です。育成費用は国や自

治体からの補助金が２割、寄付金が８割と聞い

て驚くとともに、あらゆる場面で活躍している

ボランティアの存在にも感心し、盲導犬の育成

には本当に多大な時間、労力、そして資金が必

要なのだと実感しました。

ところで興味深かったのがキャリアチェンジ

犬の話。盲導犬は聴導犬、介助犬とともに｢補

助犬｣と呼ばれ、それぞれ訓練方法が異なりま

すが、まれに文字通り｢キャリアチェンジ｣して

介助犬になった犬もいるとか。

それはさておき、訓練を受けるのはもともと

優秀な盲導犬の血統の犬たち。まち歩き訓練で

は頭上や左右の障害物を避けたり、然るべき場

合にはユーザーの命令にも従わないなど、高度

な技術を教え込まれます。視覚障害を持つ人の

良きパートナーとなれるよう、犬の習性をうま

く活かした訓練方法が編み出されていることに、

人間と犬のつきあいの歴史の長さを感じました。

今回の訪問では、訓練犬と現在は引退してい

るデモ犬(盲導犬の仕事を実演してくれる犬)の

フローレンと触れ合う機会もありました。賢い

盲導犬らしく、でもやはり犬らしさも失ってい

ない２頭に、皆さん顔をほころばせていました。

ちなみに幼い時から人間の食べ物は犬の食べ物

ではないと教え込めば、犬に余計なストレスを

与えずにすむそうな。

帰路の車中では、クイズで盲導犬豆知識も学

びながら、３時半頃に肥後橋到着。有意義な一

日となりました。訓練所の皆様、ありがとうご

ざいました。
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バリアフリー映画会『マエストロ！』＆ミニ音楽会を開催

大阪府立視覚支援学校とコラボした音楽に２００人が魅了されました

11月21日(土)、日本ライトハウスバリアフリー映画会を玉水記念館で開催しました。映画｢マエスト

ロ！｣と大阪府立視覚支援学校の在校生、卒業生による音楽会をコラボ企画として行い、映画と合わせ

た歌、ピアノ演奏を交え、素敵な音楽三昧の一日を過ごしました。 (音声解説担当 林田 茂)

音声解説をオリジナルで製作

全盲のピアニスト辻井伸行さんがエンディン

グ曲を手掛けたことでも話題となった｢マエスト

ロ！｣の音声解説を製作。見えにくい方々が一緒

に笑い、一緒に涙を流せるように心がけ、クラ

イマックスの７分間流れる｢運命｣を活かせるよ

うに、オーケストラの演奏を邪魔せず、舞台を

イメージできるように作りました。今後はシネ

マ･デイジーでの製作・発表も行っていきます。

府立視覚支援学校のコラボ企画｢ミニ音楽会｣

映画会に華を添えたのがミニ音楽会です。盛

岡陸さん(ピアノ)、上村龍 夏さん(バリトン)、

りく りょうか

辻本実里さん(ソプラノ)３人の聴く人の心に響

みさと

く音楽は感動を呼び、会場を音楽一色に包んで

、くれました。感謝を申し上げるとともに、今後

様々な所で活躍されることを期待しています。

アンケートより

初めての方やバリアフリー上映を心待ちにさ

れている方々のお声を聞くことができました。

アンケートより：｢映画をあきらめていたが、説

明していただいてよく分かり、楽しみを取り戻しま

した。｣｢今日は映画鑑賞の前にミニ音楽会が企画さ

れ、ただ映画を見るだけでなく、演奏も聞くことが

でき、本当に楽しく過ごすことができました。｣

ご協力に感謝

この度は、参天製薬、錦城護謨、シナノケン

シ、パナソニック、三菱電機の協賛によって実

現できました。また｢ボイスぷらす｣の皆さんに

は当日の運営についても全面的なご協力をいた

。だきました。皆さまに心から感謝申し上げます

※なお、当館では一ツ橋財団の助成を受けて音

声解説事業(シネマデイジー化等)を行っています。

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11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11111111

15タイトル54冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

あっぱれ！なんでも日本一100

(浅井建爾) 4冊 点:中沢由美子

校:木村寿子 校:平野 健

英語長文問題集レベル1 4冊

点･校:河村牧子 福井真由美

待田敏彦 丸山順介 山口節子

和田俊行

AIDで生まれるということ(非配

偶者間人工授精で生まれた人

の自助グループ) 4冊

点:細見康子 校:G校正

校:福元悦子

俺の日本史(小谷野敦) 3冊

点:冨田京子 校:清水浩子

校:平野 健

香りの力(熊井明子) 2冊

点:大西裕子 校:岩田幸代

校:岡田允子

神様が持たせてくれた弁当箱

(岡本彰夫) 2冊 点:高橋淳子

校:都解節子 校:福元悦子

勘違いことばの辞典(西谷裕子)

8冊 点:高橋奈緒己

校:G校正 校:橋詰玲子

ゴジラで負けてスパイダーマン

で勝つ(野副 正行) 4冊

点:川崎安恵 校:藤原佳子

清水浩子 中沢由美子

校:橋詰玲子

最貧困シングルマザー

(鈴木大介) 2冊 点:前田久子

校:平野 健 校:都解節子

中村修二劇場

(日経ＢＰ社特別編集班) 4冊

点:福元悦子 校:平野 健

日本民謡選集(千藤幸蔵) 4冊

点:木下正義 校:宍戸邦栄

校:丸山順介

東アジア動乱(武貞秀士) 3冊

点:井上眉美 校:G校正

校:宗像真李子

紛争解決人(森功) 5冊

点:都解節子 校:G校正

校:平野 健

マンガでわかりやすいうつ病の

認知行動療法(大野裕) 2冊

点:古林敬子 校:G校正

校:平野 健

酔うひと(榊明彦) 3冊

点:濵田恵美 校:G校正

校:橋詰玲子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

        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11111111

20タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

“朝日新聞の正義”を検証して

みよう(小板橋二郎) 6:13

音:鈴木栄子 校:大西祥子

多田裕子 町田美樹子

編:八田芙未子

落ちぶれ同心と将軍さま2

(藤村与一郎) 7:05

音:谷澤耀子 校:岡 香代子

辻野玲子 金井典子

編:上月直子

落ちぶれ同心と将軍さま3

(藤村与一郎) 7:00

音:谷澤耀子 校:岡 香代子

酒居よし枝 編:辻野玲子

家電の科学(山名一郎) 5:08

音:溝渕久美子 校:福島博子

変わった世界変わらない日本

(野口悠紀雄) 9:07

音:下山とよみ 校:西村郁子

山崎千代子 編:若槻敬子

ゴーレム2(E.ミュライユ 他)

10:26 音:川端真知子

校:桂 公子 植田美穂子

編:吉川順子

子育てと感受性(中田基昭) 5:07

音:岩谷友子 校:辻野玲子

山崎千代子 編:植田美穂子

ゴルゴ１３【2巻第3話】

(さいとうたかを) 0:55

音:巽 映子 校:澤田和代

西村道子 編:巽 映子

今夜も肴はビートルズ!(広瀬隆)

3:52 音:橋本順子

校:松井喜美代 松浦洋子

荒木良子 編:松本紀代

至高の靴職人(竹川圭) 4:19

音:河野晃愛 校:本田睦子

横山時子 山崎千代子

編:寺下千秋

ジャーナリズムの現場から

(大鹿靖明) 9:52 音:坂口幸子

校:山見順子 土井賀津子

編:町田美樹子

自由にできる選挙活動(自由法曹

団京都支部) 10:49

音:阪本由美子 校:坪田捷子

だれも知らないムーミン谷

(熊沢 里美) 6:16 音:後藤佳代

校:胸永幸子 大桑久美子

八田芙未子 編:川端正子

日本史は｢線｣でつなぐと面白い!

(童門冬二) 7:20 音:上月直子

校:中澤康子 山崎千代子

編:本村英子

100kgだったボクがポジティブに

なれたやせごはん(今井洋介)

2:26 音:水谷和子

校:下山とよみ 編:吉川順子

風媒花(武田泰淳) 12:08

音:北川温子 校:大桑久美子

板東由美子 二宮真理

本村英子 編:森 和子

藤原道長｢御堂関白記｣を読む

(倉本一宏) 10:18 音:髙梨智子

校:松井喜美代 吉田典子

荒木良子 編:鳥山正彦

蕪村句集講義１(内藤鳴雪 他)

20:49 音:遠藤敬子 宮 清子

山口孝代 杼村明子

校:田宮恭子 山中眞理子

谷口伊都子 山見順子 宮 清子

山口孝代 杼村明子 遠藤敬子

北川温子 編:荒木良子

明治維新の大功労者トーマス･グ

ラバー(山口幸彦) 5:45

音:多田裕子 校:濵名あきよ

上田道子 八田芙未子

編:山下富代

若者はなぜ｢決めつける｣のか

(長山靖生) 6:41

音:山田喜志子 校:白石里佳

        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

社会とともに歩む認知症の本

(宮沢由美) 3冊 点:糸山武博

細見康子 校:G校正

図解戦国史(菊地正憲) 6冊

点･校:足立幸子 篠田弓枝

澤田祐子 古林敬子 塚本壽子

知識と演奏がリンクするギター

実習コンセプト

(トモ藤田) 3冊

点:高橋奈緒己 黒堀比佐子

華崎律子 増田芳子 校:G校正

ほくと通巻52号 [2013年3月]

4冊 点･校:G東医

星に願いを（楽譜） 1冊

点:前田美代子 校:田中伸子

カセット図書カセット図書カセット図書カセット図書

きみよ すこやかにあれ

(黒木昭征) 6巻 音:眞野祥子

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

いま就職をどう考えるか

(加藤諦三) 6:23

音･編:松田照子

新聞「赤旗」読書欄 2015年9月、

10月分 4:11 音:本田睦子

校:濵 欣子

致知2014年10月号 6:35

音･編:髙橋由紀江

天使の涎(北大路翼) 2:51

音:松本公丹子

幽霊鉄仮面(横溝正史) 7:25

音･編:坪田捷子

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

伝統鍼灸 第41巻第2号

(通巻81号)

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子

教養の日本史

ﾃｷｽﾄ化:山田理子

相談支援専門員のためのストレ

ングスモデルに基づく障害者

ケアマネジメントマニュアル

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子

実存開明〔哲学Ⅱ〕

ﾃｷｽﾄ化:高階秀男
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        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12月号 2:49

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

伊東晴子 志水節子 辻本紀枝

中島美穂 中島 睦 中原尚子

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12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10月号 デイジー版 2:05

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10月号 4:35

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10月号 4:07

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』

井駒多津子 竹田佳代 夛田禮子

寺田美枝子 濵 欣子 福島博子

本田睦子

2015年12月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:06

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=井上幸子

岩見明子 小林千恵子 鈴木光子

谷口直子 寺村直子 森岡洋子

山本靖子

お役立ち目録 2015年12月号お役立ち目録 2015年12月号お役立ち目録 2015年12月号お役立ち目録 2015年12月号『『『『

～憲法を考える～』～憲法を考える～』～憲法を考える～』～憲法を考える～』

デイジー版 0:06

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11月号 5:46

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10月22日号 9:46

大島幸枝 大塚しづ子 奥 幸子

上村裕子 川添美智子 姜 貞眞

岸田素子 北川由美子 木村瑛子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

柴田智美 嶋林茂子 関田通子

武市敦子 田中葉子 玉置明美

坪田捷子 冨田久美子 中地淳子

中村京子 中元友机子 橋村惠子

羽淵雅子 濵 洋一 本田睦子

前田元子 密山一二三 吉田典子

編集 町田美樹子

2015年10月29日号 9:47

上原多美子 大島幸枝 奥 幸子

大塚しづ子 加茂みくり

川添美智子 岸野裕子 木村 晶

木村瑛子 久下悦子 小西君子

坂田嘉子 坂戸真由美 佐藤圭子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

柴田智美 関田通子 高橋 武

武市敦子 竹田光子 田中葉子

玉置明美 近森康子 中地淳子

中農晃子 中村京子 西岡千代子

橋村惠子 羽淵雅子 濵 洋一

前川祐子 松井喜美代 真美奈津子

密山一二三 八十嶋敦子

吉永英子 和田啓子

編集 町田美樹子

2015年11月5日号 8:55

今岡松代 岡村勝彦 柏木和子

加藤紀美子 河原眞知子

黒河典子 斉藤良子 正田潤子

中村千賀子 中村直美 中本和代

野村美穂子 畑中法子 久富恭子

兵頭つね子 深津綾子 福井和子

福田佳代 編集 中本和代

2015年11月12日号 9:48

上原多美子 奥 幸子 長村明子

上村裕子 岸田素子 坂口幸子

阪本由美子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 鈴木恵子

武市敦子 永井憲子 中地敦子

中農晃子 羽淵雅子 林 由子

前田元子 山本スズ子 吉田典子

2015年11月19日号 10:07

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

河原眞知子 岸野裕子 北村優美子

帰村千恵 髙久俊子 詫摩多美子

竹田佳代 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 橋本明子 星子鐵郎

前田元子 増尾敏子 松原和子

柳内登喜子 山下富代 山下 豊

和田文子 河原眞知子

編集 中本和代

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◆◆◆◆

11/21日本ﾗｲﾄﾊｳｽBF映画会ご協力

尾崎一恵 加藤由美子 勝亦悦子

阪口雅代 那須由美子 藤井倫子

中村京子 西川真知子

廣野美代子 古澤満寿枝

BF映画会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾃﾞｲｼﾞｰ版ご協力

大桑久美子
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ラジオ整理ご協力（11･12月）

尾崎一恵 大桑久美子 勝亦悦子

阪口雅代 那須由美子 鹿津直美

中嶋真弓 西川真知子 藤井倫子

中村京子 加藤由美子 平林育子

平山隆子 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◆◆◆◆

音声解説CD(貸出用)とシネマ･

デイジーの製作･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｡

◆テキストデータ◆テキストデータ◆テキストデータ◆テキストデータ

視覚障害リハビリテーション第20号

ﾃｷｽﾄ化:西村佐世子 池尻三千子

◆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11月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

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

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

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

◆ 11月の貸出実績◆ 11月の貸出実績◆ 11月の貸出実績◆ 11月の貸出実績

点字 185tl ＦＤ 0tl

デイジー4109tl テープ 46tl

★11月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

｢口をぱくぱくする｣と超健康

になる（筒井重行）

健康ココナッツオイル使い方

＆レシピ84（白沢卓二）

源平の姫君たち 紅の章

（藤咲あゆな）

自衛隊を国防軍にする理由

（松島悠佐）

【デイジー図書】

番犬（南英男）

剣客花道（黒木久勝）

落ちぶれ同心と将軍さま ま

ぼろしの声（藤村与一郎）

誰も教えないこの国の歴史の

真実（菅沼光弘）

 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 稲葉猛雄

岩見博司 上ノ山禎子 内山扶美代

江口不二子 大島幸子 太田貴子

置塩啓子 荻野珠紀 奥井秀子

桂 公子 菊池雅子 北村優美子

黒部妙子 古賀和子 佐藤美鈴

澤井 稔 柴田智美 高橋美代子

角野和子 高橋節子 武富万千子

建石芳子 田那辺優子 谷崎節子

田伏惠子 奈良典子 直場徳宥

野村京子 畠田幹子 浜 洋一

林 勇 福島悦子 福田嘉寿憲

福地京子 藤田佳子 古木昭子

細井昌子 細見芳江 前田芳野

増尾明子 待田敏彦 松谷富子

松田洋子 松原和子 眞野祥子

南 礼子 宮本和子 向井民子

望月 明 森田 陞 八十嶋敦子

山内紀代子 山田栄利子

山内一子 山本美佳子 渡瀬尚子

11月 利用者13人･63件

ボランティア59人

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 19tl(CD 114枚)

他館 30tl(CD 242枚)

シネマ･デイジー 5tl(CD 25枚)

雑誌 8タイトル(1097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 ）』

        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）

【11月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇 木村朱美

政所 章

HP更新:中条正信

●全視情協サピエ事務局封入作業●

2015年12月1日発送

井川倭文子 板波キミ 片岡忠克

小林弘子 筒井貴美子 並木昌子

西垣泰子 藤原静江 堀 マサ子

松永壮兒 松本美津子 宮嶋昌代

宮崎ナオヨ 山田一弘

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

大阪フレンドロータリークラブ

新･讃美歌をうたう会

鵜沢康久 中谷幸枝 武市敦子

眞野祥子 渡邊アイ子 渡辺典子

(敬称略をご容赦下さい)



大阪フレンドロータリークラブ文庫創設

大阪フレンドロータリークラブ(林尚美

会長)では、当館の視覚障害者情報提供事

業に深いご理解を賜り、この度、録音図書

製作費に多額のご寄附を賜りました。国際

ロータリー財団の地区補助金を元にご寄附

くださったもので、当館では今年度｢大阪

フレンドロータリークラブ文庫｣として、

録音図書15タイトルを製作・所蔵し、全国

の視覚障害者の方々に貸し出します。同ク

ラブのご厚志に心から感謝申し上げます。

視覚的資料の音訳技術研修会スタート

当館主催の｢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｣が12月10･11日の大阪会場から

スタートしました。当館の録音製作で培わ

れた音訳技術を各地の音訳ボランティアと

共有し、音訳者の技術向上と専門音訳資料

の製作拡大を目指すものです。大阪会場に

は関西を中心に島根県、愛知県を含め34人

が受講。高度な音訳処理が必要な資料をも

とに実習形式で研修を行い、終了後のアン

ケートでは非常に高い評価をいただきまし

た。この後、１月宮城､２月福岡､３月東京

で開催しますが、既に申込は合計100人を

超えており、今後の成果が期待されます。

板谷照美さん､渡辺典子さんが相次ぎ表彰

当館をはじめ各所でボランティア活動を

続けておられる板谷照美さんと渡辺典子さ

んが昨年暮れ、国と大阪市から相次いで表

彰を受けられました。板谷さんは厚生労働

大臣ボランティア功労者表彰。1968年から

47年間にわたり当館のさまざまな作業をお

手伝いくださったほか、手芸で地域の高齢

者や東日本大震災の被災者も応援されてい

ます。渡辺さんは地域福祉推進功労者表彰。

1979年から当館の音訳・録音活動に参加し、

ボランティア友の会代表も務めてくださっ

たほか、ＪＢＳ日本福祉放送の音訳ボラン

ティアとしても活躍されています。心から

御礼とお祝いを申し上げます。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【12月】

２日 近畿視情協Ｖ研修会(玉水記念館)

４日 点訳Ｖ養成講習会オリエンテーション

見学:大阪医専・視能訓練士科学生

10日 ｢音訳技術研修会･大阪会場｣(～11日)

12日 オープンデー(館内見学日)

15日 全館自衛消防訓練

24日 利用者サービス最終日

26日 仕事納め

予 定予 定予 定予 定

【１月】

５日 仕事始め(15時から法人行事で休館)

６日 ボランティア活動再開

７日 ボランティア友の会世話人会

８日 点訳ボランティア養成講習会開講

９日 振替休館(用具､会議室､総務は営業)

16日 オープンデー(館内見学日、要予約)

27日 近畿視情協職員研修会

新年を寿ぐ、おめでたいニュース編 集編 集編 集編 集

を一つ。昨年末、インターネット後 記後 記後 記後 記

の子ども向け検索サイト｢Yahoo!キッズ｣の

年間検索数ランキング・人物部門で、点字

の考案者ルイ・ブライユが第１位に輝きま

した。ちなみに２位はＡＫＢ48、３位は織

田信長でした。また総合部門でも１位：米、

２位：ゲーム、３位：月に続いて、４位に

点字がランクイン。小学校の教科書の一部

に点字が出てくることが一因のようですが、

この小さな関心の芽が大きく育ち、視覚障

害者への理解が深まり、広がっていくよう

に工夫・努力したいと思います。 (竹)
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