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今号の内容 
 

１ お役立ち情報 

●もうすぐです！第62回 新潟県視覚障害者文化祭 

●視覚障害者生活訓練事業のお知らせ 

 ・見えにくい方・見えない方のための「宿泊体験型生活訓練」 

 ・調理実習～ちらしずし～ 

●障害者 110 番巡回専門相談会開催のお知らせ 

●アイアイふれ愛ひろば開催のお知らせ 

●第 9回新潟県障害者技能競技大会（アビリンピックにいがた 

2012）のご案内 

●「心をつなごう」男声合唱団・どんぐりふれあいコンサートの 

 お知らせ 

●第 19回真柄ふれ愛トーク＆コンサート（予告） 

 ●ビッグ・アイ アートプロジェクト公募作品展 作品募集のご 

案内 

 ●新潟県視覚障害者福祉協会の「ラジオスポット放送」のお知らせ 

 ●点字版ＪＲ列車時刻表（3月 14 日改正）、点字版高速バス時刻

表のご案内 

２ 図書紹介コーナー 

 ●図書選定委員 滝沢和子さん（新潟市秋葉区）の図書紹介 

３ トーク広場 

●音声訳ボランティア 齋藤久美子さん（上越市） 

４ 新刊製作ボランティア 

 ●点訳 20名、音声訳 24名、デイジー編集６名 

５ 図書館から 

●臨時休館のお知らせ 
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●もうすぐです！第62 回 新潟県視覚障害者文化祭 

 今年度の文化祭は、視覚障害者フリーキャンパスと題し文芸作品選評、

ふれて楽しむ美術展、名曲コンサートなどの文化系行事やウォークラリ

ー、フライングディスク、サウンドテーブルテニス等のスポーツ系行事

のほか、終日開催コーナーでは移動点字図書館、情報機器新商品の展示、

日常生活用具の展示・販売、趣味の作品の展示、ふれて楽しむ美術展な

ど楽しめる企画が盛りだくさんです。 

日時：平成２４年６月２４日（日） 午前１０時～午後３時 

会場：新潟市総合福祉会館  

新潟市中央区八千代1-3-1  TEL 025-248-7161 

日程：               

・10時 00分～10時 25 分 開会式と表彰式（２F多目的ホール） 

・10時 35分～11時 45分 文芸作品選評（４F・407会議室） 

・10時 35分～12時 15 分 ウォークラリー（信濃川やすらぎ堤） 

・10時 35分～12時 00分 スポーツ教室（２F多目的ホール） 

フライングディスク、カローリング、サウンドテーブルテニス 

・12時 00分～13時 00分 昼食・休憩（１F視聴覚室） 

・13時 00分～15時 00分“絆”名曲コンサート（２F多目的ホ

１ お役立ち情報 

●第 27回全国盲人写真展（社団法人日本文化協会）の優秀賞受賞

者等の紹介 

●点字図書「ふれる世界の名画集」の貸出等 

●今年の移動点字図書館（予告） 

●デジタル音声図書再生機の短期貸出し 

●当館製作録音雑誌の完全デイジー化のお知らせ 

●新規採用職員の紹介 

６ Q&A 

７ 開館時間及び電話受付時間並びに６～８月の休館日 

 

※ 新刊案内（４～５月分）・別冊（点字42、音訳 84 タイトル） 
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ール） 

    フルート、バイオリン、ピアノそして皆さんによる演奏会です。

ニ部構成で一部とニ部の終わりに日本の名曲を全員で合唱しま

す。 

演奏プログラムを別紙で同封してありますので、ご来場の際に

お持ちください。 

  ・終日設営コーナー 

ふれて楽しむ美術展（１Fエントランスホール） 

  点字図書館コーナー（２F多目的ホール前） 

  情報機器新商品コーナー（２F多目的ホール前） 

  趣味の作品展示・販売コーナー（２F技能習得室） 

    日常生活用具展示・販売コーナー（２F技能習得室） 

    歩行訓練（新潟市総合福祉会館内） 

問合わせ先：（福）新潟県視覚障害者福祉協会 

〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1 

TEL 025-381-8130 FAX 025-381-8120 

 

●視覚障害者生活訓練事業のお知らせ 

  6 月と 7 月に実施される生活訓練です。いずれの訓練もお問合せ・

お申込みは、新潟県視覚障害者福祉協会（電話025-381-8130）へ。 

（1）見えにくい方・見えない方のための「宿泊体験型生活訓練」 

   視覚障害のある方たちの生活訓練を集中的に受ける場として、新

潟ふれ愛プラザで実施します。一泊二日の日程で歩行や日常生活の

動作など基本的な訓練を行います。 

  日時：6月 30日（土）午前10 時から 7月 1日（日）正午まで 

  会場：新潟ふれ愛プラザ（新潟市江南区亀田向陽１－９－１） 

  主な内容：誘導歩行、白杖の基本操作、屋外での歩行（基本）、夜間

歩行、点字（紹介）、パソコン（紹介）、日常生活用具の紹介等 

  対象者：見えにくい、見えないことでお困りの方。お一人又は介助

者同伴で参加が可能な方。初めて参加される方優先です。 

参加費：お一人3,000 円（宿泊費、食事代込み、介助者も同額です。） 

  定員：3名 

  申込み期限：6月 18日（月） 
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（2）調理実習～ちらしずし～ 

  日時：7月 1日（日）午前10時～午後1時 

  会場：上越市福祉交流プラザ 

  参加費：300円 

  申込み期限：6月 25日（月） 

 

●障害者 110 番巡回専門相談会開催のお知らせ 

 障害のある方の人権擁護、財産管理（例えば離婚、財産・遺産、借金

返済、成年後見制度や人権のこと）など、法的な専門知識が必要とされ

る問題等に弁護士がお応えします。相談は無料ですが予約が必要です。 

日時及び会場： 

 ・7月 18日（水） 午後 1時から 3時 

  見附市市民交流センターネーブルみつけ 研修室第一 

（見附市学校町1丁目 16番１５号） 

  予約締切日は、7月 6日（金）です。 

 ・9月 19日（水） 午後 1時から 3時 

  南魚沼市ふれ愛支援センター 小会議室（南魚沼市坂戸399-1） 

  予約締切日は、9月 7日（金） 

 ・10月 17日（水） 午後 1時から 3時 

  上越市福祉交流プラザ 南棟２階相談室５ 

（上越市寺町2丁目 20番 1号） 

  予約締切日は、10月 5日（金） 

予約と問合せ先：新潟県障害者社会参加推進センター 障害者 110番 

 TEL 025-381-0110  FAX 025-383-3654 

 

●アイアイふれ愛ひろば開催のお知らせ 

 視覚障害者とそのご家族、ボランティアの皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

日時：7月 15日（日） 午前 10時 00分～午後４時00分 

場所：新潟市総合福祉会館 501会議室及び視聴覚室 

日程及び内容： 

第 1部（午前10時 00分～正午） 

 視覚障害者のための便利グッズの展示と実演会（NPO 法人オアシ
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スの協力により、いろいろなグッズにふれて使う体験ができます。） 

 第 2部（午後1時 00分～4時 00分） 

   琵琶の演奏と音声ガイド付き映画鑑賞会 

  (1)琵琶演奏 五十嵐雅水（いからしがすい）先生、ほかの演奏 

   (2)音声ガイド付き映画鑑賞会 

     暗いところで待ち合わせ（日本映画130 分） 

☆原作：乙一（おついち）幻冬舎2002年刊 

出演：田中麗奈（れな）、チェン・ボーリン、井川遥ほか 

内容：視力を失ったヒロインと殺人事件容疑者のおりなす奇

妙な共同生活をサスペンス仕立てに綴る。 

原作の点字図書、デイジー図書も完成しています。 

 交流会（参加ご希望の方） 

   映画鑑賞会終了後、「味の関所」で交流会を行います。 

参加費：500円（コーヒー付き）、交流会参加者は別途3,000 円 

お問合せ先：新潟県視覚障害者友好協議会事務局 

池田邦紀（いけだくにのり） TEL 025-225-0401 

 

●第 9回新潟県障害者技能競技大会（アビリンピックにいがた2012）

のご案内 

今年は、新たな競技種目「フラワーアレンジメント」が追加されまし

た。日ごろ積み重ねている技能の成果をこの大会で発揮してみませんか。 

開催日時：9月 8日（土） 午前 9時～午後4時 

  競技種目により、競技開始、終了時刻に変動があります。 

会場：新潟市総合福祉会館（新潟市中央区八千代１－３－１） 

 競技種目： 

(１) 文書作成  

    和文書入力、英文書入力を行います。 

(２) パソコン操作（視覚障害者部門） 

   表計算（Excel）によるワークシートの作成等を行います。 

(３) フラワーアレンジメント 

    ラウンド型花束、花嫁の花束及び食卓テーブル装飾の３課題を 

完成させます。 

(４) パソコン初級 
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   文書作成及び表・グラフの作成を行います。 

  (５) 絵画（水彩・クレヨン等） 

     水彩絵の具・クレヨン等を使用して絵を完成させます。 

お申込・お問合せ先：７月１３日まで受け付けています。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

  新潟高齢・障害者雇用支援センター 

  〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル 12階 

  TEL 025-226-6011 

  FAX 025-226-6013 

 

●「心をつなごう」男声合唱団・どんぐりふれあいコンサートのお知らせ 

 今回のコンサートは、川崎春香さんをお迎えし開催します。 

日時：8月 5日（日） 午後 1時 00分開場 1 時 30 分開演 

場所：新潟市西川多目的ホール 

  新潟市西蒲区曽根 2046 番地（西川図書館と併設、JR 越後曽根駅

から徒歩５分） 

 参加協力券：500円 

合唱予定曲目：のぎく讃歌より新曲「空を広げて」、宇宙戦艦ヤマト他 

申込み・問合せ先：阿部大和（あべやまと） TEL 0250-58-6160 

駅からの送迎が必要な場合は、申込時にお知らせ下さい。 

 

●第 19 回真柄ふれ愛トーク＆コンサート（予告） 

 真柄福祉財団が毎年開催している「ふれ愛トーク＆コンサート」、今年

は、ダウン症の書道家・金澤翔子（かなざわしょうこ）さんとお母さん・

泰子（たいこ）さんをお招きし開催される予定です。 

 日時：9月 29 日(土)  午後 1時 30分開演 

 会場：新潟市音楽文化会館 

 

●ビッグ・アイ アートプロジェクト公募作品展 作品募集のご案内 

 国際障害者交流センターが開催する公募作品展です。 

やさしい気持ちにさせてくれるもの。心に迫りくるもの。ほとばしる

衝動に満ちたもの。そんな思いにあふれたアートに会いたくて、今年も

作品を募集します。 
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応募資格：障害のある方が製作したアート作品で未発表のもの。 

応募点数：各作者につき3点以内 

出品企画： 

 (1)絵画、イラスト、CG、書、写真、造形など。素材やテーマは自   

由です。 

 (2)額装は自由ですが、そのまま展示可能な状態でお送り下さい。 

 (3)展示の制約上、以下のサイズに制限させていただきます。 

  壁面展示作品は、高さ200㎝×幅 120㎝以内 

その他の作品は、幅150㎝×奥行150㎝×高さ200 ㎝、重量

100㎏以内 

受付期間：10月 1日（月）～10月 14日（日） 

応募料金：無料（作品の送料は往復とも応募者負担） 

応募条件：入選した場合に、作品を1年間ビッグ・アイにお貸しいた

だき、国内外での展示、図録掲載、グッズデザインへの採用などの

利用に同意いただけること。 

応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、作品に添付（封筒に入れて

作品梱包の外側に貼り付け）しお送り下さい。 

応募・お問合せ先： 

 国際障害者交流センター「アートプロジェクト」係 

 〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-8-1 

 TEL 072-290-0962  FAX 072-290-0972 

 E-mail museum@big-i.jp 

 

●新潟県視覚障害者福祉協会の「ラジオスポット放送」のお知らせ 

 社会福祉法人新潟県視覚障害者福祉協会では、視覚障害者のための福

祉事業等に関する情報を県民の皆さんに広く提供するため、BSNラジオ

でラジオスポット放送を行っています。 

 時々の催事やホットな情報、耳寄りな情報を提供していますので、ご

利用ください。6～7月の放送日時は次のとおりです。なお、放送時間は、

生放送のため目安時間となります。 

6 月： 

5 日（火）午後１時30 分頃、8日（金）午前9時 43分頃 

 13 日（水）午前11時 18 分頃、21日（木）午後5時 29 分頃 



8 

  26 日（火）午前7時 29 分頃、29日（金）午前９時 43分頃 

7 月： 

   2 日（月）午前7時 47 分頃、5日（木）午前 11時 18分頃 

  10 日（火）午前 10時 30分頃、13日（金）午後1時 30分頃 

  18 日（水）午前 11時 18分頃、26日（木）午後5時 29分頃 

 

●点字版ＪＲ列車時刻表（3月 14 日改正）、点字版高速バス時刻表の

ご案内 

 3 月 14日に改正された新潟駅発着のＪＲ時刻表と高速バス時刻表の

点字版が完成しました（新潟市が作製）。新潟市の方は無料、新潟市以

外の方には有料で提供しています。部数に限りがありますが、希望され

る方は下記へご連絡下さい。 

問合せ先：新潟市視覚障害者福祉協会厚生部 

佐藤喜代美（さとうきよみ） 

      ＴＥＬ 025-231-2657 

      Ｅ-mail skiyomi@coral.ocn.ne.jp 

 

 

 図書選定委員 滝沢和子（たきざわ かずこ）さん 

「考えだすと妙に気になる クラシック音楽 素朴な大疑問」 

          ＰＨＰ研究所 クラシックジャーナル編集部編著 

 最近替えたばかりの携帯の着メロを 7歳の孫が口ずさんでいる。シ

ョパンのポロネーズ第6番変イ長調「英雄」です。テレビコマーシャ

ルに曲が流れているとつい聞き耳を立てている自分。（私の好きな曲）

の１節なのです。それがまたクラシックの名曲なんですね。 

 ところでクラシック音楽に、かたいイメージを持っておられる方に

ぜひ読んでいただきたい本をみつけました。ちょっと気楽に音楽史の

流れや作曲家を知るキッカケとなるエピソード。裏話的なものなどが

盛り込まれた本です。ちょっとのぞいてみると、 

 第１章ではクラシック音楽とは？ ロマン派の何処がロマンチッ

ク？ などと言った疑問について。 

 第 2章 作曲家たちの気になる疑問。 シューベルトの名曲はなぜ

２ 図書紹介コーナー 
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「未完成」なのか。ベートーヴェンは、どの程度耳が聞こえたのか。

など、えっ？ あの曲にそんなことがあったのかと思う目次がならん

でいます。 

 標題に「革命」と名付けられたショパンのピアノ曲。献呈されたリ

ストが名付けたもの。 

ショスタコーヴィチの交響曲第5番は、当局に批判されていた彼が

反省して、革命の勝利を描いた曲。日本では勝手に「革命」と呼んだ

のだそうです。 

ベートーヴェンのピアノソナタの「月光」、「熱情」なども、みんな

他人が勝手に名付けたもので、本人がつけたのは「悲愴」と「告別」

だけなのだそうです。 

第 1 章から第 3 章までとコラムからなっています。全く肩が凝ら

ないで、クラシック音楽を聴くのが何倍も楽しくなります。 

さあ！ この本を読んで レッツGO！ コンサートへ。 

 

点字版、デイジー版を製作しますので、貸出しを希望される方

は当館へお申込みください。 

 

 

このトーク広場は、利用者、ボランティアの皆さんたちのお便りやご

意見を紹介するコーナーです。嬉しいこと、楽しいこと、感動したこと

等々、みんなが元気になるようなお便り・ご意見をお待ちしています。

メール、ファックス、郵便等でどんどんお寄せ下さい。 

今回は、音声訳ボランティアの齋藤久美子さん（上越市）からのお便

りをご紹介します。 

 

「気持ちよく聞いていただける日をめざして」 

        音声訳ボランティア 上越音声訳マザーテ－プの会 

 齋藤久美子（さいとう くみこ）さん 

数年前、上越の音声訳の会の方から声をかけていただき、会の活動の

説明会に出かけた。その当日、そそっかしい私は階段を踏み外し、足を

ひきずりながら会場へ。説明を聞き、やってみようかなと思った。お話

３ トーク広場  
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が終わる頃、足がパンパンに腫れていた。骨折していた。きっと神様が、

「音声訳は、そう簡単なものじゃない」と必死に止めていたのかなと思

う。 

しかし、やはりご縁があったのだろう、会に入会し、本を読み始めた。

一冊目は、いろいろな作家の本を紹介している本だった。作家名や登場

人物の読み方をインターネットで調べたが、わからないものもあり、困

り果てて出版社に問い合わせてしまった（いけないことと知らなかった）。

マイクやデッキの機械操作や、はめ込み録音などいろいろな技も必要で

あり、その時になって音声訳は大変なことだと気が付いた。         

何冊か読むうち、自分の読みに問題があることにも気づき始めた。口

中音と情感読みである。そんな時、「亀田での講習があるけれどいかが？」

と声をかけていただいた。何かつかめるかもしれないと思った。十回の

講座は内容豊富で充実した研修だった。最後の選択課題の時、苦手な時

代物を選んで指導していただいた。先生から「あなた武士になっちゃっ

たわね。」と言われた。まことにその通り！情感読みにならないようにと

思っていても、調子が出て興に乗ってくると変な調子がついてくる。基

本である頭高も崩れてくる。 

また口中音もなかなかの難問。口を冷やす、水分を補給する、顔の筋

肉を引き上げる、歯を磨くなど良いと聞いた防止策をしても、鳴ってし

まう時は悲しくなる。文末、力を抜くと鳴らないと喜んだが、今度は文

末の音が消えそうになる。年齢的にも難しくなっているが、何とか口中

音と付き合いながら、減らしていきたい。 

この他、アクセントやいろいろな処理も迷ったり、わからないことが

多い。いかに自分がものを知らないかを思い知らされるのだが、それを

楽しんでいる気がする。 

課題解決のために、毎年研修の場も設定していただいている。親切に

根気強く指導してくださる先輩もおられ、同輩の方にも相談にのっても

らえる。何も心配いらない。 

音声訳で出会った魅力的な方々が私の財産であり、読むことが単純に

楽しく好きだと実感する日々である。 

これからも自己満足を脱し、聞いてくださる方に、気持ちよく正しく

伝わる読みをめざしていきたいと思う。  
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４ 新刊製作ボランティア（五十音順敬称略） 

 

４月・５月新刊製作ボランティア 

（点訳）明田川美子/伊藤いつよ/加古川成子/春日カズエ/加藤良子 

鎌田勝七/木伏美佐子/木村明子/小林涼子/周佐慶子/田村真佐子/忠邦夫 

富樫栄子/外山玲子/廣田千代子/松沢直子/三間榮治/罇和也/森玲子 

山本喜美子 

（音声訳）石井千鶴子/遠藤直子/大津千恵子/嘉藤百合/金子正 

河村君子/窪田佐代子/鯉江初子/齋藤加代子/齋藤源一郎/斉藤正子 

坂井信子/新保裕美子/須藤幸代/髙橋千恵子/高橋典子/高橋百合子 

豊田三世/中澤周子/早川京子/速水美智子/前田久美子/宮口ケエ子 

八幡和歌子 

（デイジー編集）狩谷ケン子/柴田弘子/中村一江/林章子/横山トシ子 

吉岡廣子 

 

５ 図書館から 
 

●臨時休館のお知らせ（別紙でも同封してあります。） 

 当館の休館日は、毎週月曜と祝日の翌日（その日が日曜日又は月曜日

に当たる時は、その直後の火曜日）となっていますが、6月はこれ以外

に次の日が臨時休館日になります。 

大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。 

臨時休館日： 

（1）6月 9日（土）から6月 14日（木）までの6日間 

   サピエコンピュータシステムの置き換え等のため 

（2）6月 24日（日） 

   新潟県視覚障害者文化祭（新潟市総合福祉会館）での移動点字図

書館開設等のため 

 

●第 27 回全国盲人写真展（社団法人日本文化協会）の優秀賞受賞者等

の紹介 

 今回の写真展にも、新潟県の人が優秀賞1点、入選5点という成果を

上げられました。優秀賞を受賞された大橋靭彦さんは、第21回から第

27回まで連続して入選以上という成果です。 
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 優秀賞・日本文化協会理事長賞 

  大橋靭彦（おおはしゆきひこ） 「つめた～い」 

 入選 大橋靭彦（おおはしゆきひこ） 「師走のころ」 

 入選 相田 哲（あいだあきら） 「フレンド」 

 入選 相田 哲（あいだあきら） 「宵宮の子供たち」 

 入選 貫 忠夫（ぬきただお） 「蘭－YELLOW」 

 入選 丸山美樹（まるやまみき） 「見て見て！」 

 

●点字図書「ふれる世界の名画集」の貸出等 

 日本点字図書館から全日本冠婚葬祭互助協会の助成を受けて製作した

点字図書「ふれる世界の名画集」の寄贈をうけました。 

 ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」、ミレーの「落ち穂拾い」、ムンクの「叫

び」など、西洋の代表的な絵画 12 種を半立体化し、絵の理解を促す解

説付きの図書です。貸出しご希望の方は当館までご連絡ください。 

なお、購入希望者への一般販売価格は 7,500 円ですが、視覚に障害の

ある方の場合は、公費助成が受けられる場合もありますので（公費助成

後価格 1,500 円）、購入ご希望の方は日本点字図書館へお問合せくださ

い。 

お問合せ先：日本点字図書館 図書製作部点字製作課 図書係 

 TEL 03-3209-067１（直通） 

 

●今年の移動点字図書館（予告） 

 毎年、地域に出かけて開催している移動点字図書館、今年は五泉市で9

月 9日（日）に開催します。詳細は、8月号でお知らせします。 

 

●デジタル音声図書再生機の短期貸出し 

 当館では、プレクストーク PTN1 及び PTN2 の短期貸出を随時行っ

ています。ご自身で購入前に機器をお試しになりたい方、カセット雑誌

が年々減ってきて残念に思っている方など、どうぞお気軽にご利用くだ

さい。操作の説明も行います。詳しくは当館まで。 

 

●当館製作録音雑誌の完全デイジー化のお知らせ 

当館で製作している録音雑誌、週刊トピックス悠久、文芸えちご、ラ
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ジオ深夜便の３誌は現在、デイジー版とテープ版の貸出を行っています。

カセットテープコピー機が製造・販売中止になり、テープの需要も少な

くなってきている状況を鑑み、平成２５年４月からデイジー版のみの扱

いとさせていただくことになりました。それにより平成２５年３月末を

もって、これらの雑誌のテープ版を中止させていただきますので、ご了

承ください。現在、テープ版でご利用いただいている方は、お早めにプ

レクストーク等のデジタル音声再生機を備えていただきますようお願い

いたします。視覚障害の等級が１、２級の方は、日常生活用具として申

請する事ができますので、お住まい地域の福祉課へお問い合わせくださ

い。なお、申請ができない方に対し、当館で再生専用機の貸出を行って

います。プレクストーク等の操作説明もいたしますので、当館までお問

い合わせください。 
 
●新規採用職員の紹介 

図書等のデジタル化推進等で6月から当館嘱託員になられた吹越寿一 

（ふっこし としかず）さんからです。 

 ６月から、嘱託員として新潟県点字図書館で働かせていただくことに

なった、吹越と申します。出身は青森県です。2008 年までは、日本点

字図書館で働いておりまして、そこでは図書の貸し出しや、レファレン

ス、「ないーぶネット」(現・サピエ図書館)のシステム開発などを担当し

ていました。新潟地域の図書館利用者のために、力を尽くして精一杯、

業務に励みますので、何卒、よろしくお願い致します。 

 

６ Q＆A 

 

Q：プレクストークをもっと活用したい。デイジー図書を再生することは

できるのだが、ほかには何ができるのか。 

A：機種にもよりますが、録音やバックアップ及び CD のコピーなどを

行うことができます。また、再生に関しても目次から希望する項目を探

して再生したり、しおりをつけたりなどの便利な機能もあります。当館

ではプレクストークの各機種の操作説明を随時行っておりますので、お

気軽にご相談（電話、来館）ください。プレクストークに関しては、こ

れまでに販売された全機種を備えています。 
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Q:点字図書館とサピエとの連携がよくわかりません。 

A：「サピエ」とは、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある

方々に対して点字、デイジーデータをはじめ、暮らしに密着した地域・

生活情報などさまざまな情報を提供するネットワークです。「サピエ」は、

日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会

が運営を行っています。 

 では、「サピエ」において当館のような各地域の点字図書館や公共図書

館、ボランティア団体（以下、施設・団体）が主に果たしている役割を

以下に書き出します。 

「サピエ図書館」 

・施設・団体が製作した点字・デイジー図書等の書誌情報（書名や著者

名など）を登録し、全国で共有しています。 

・施設・団体が製作した点字データ・デイジーデータのコンテンツ（図

書そのもののデータ）を登録し、全国で共有しています。 

・オンラインリクエストを通じて、全国の施設・団体の間で、貸出し用

の点字図書・デイジー図書を郵送で相互貸借しています。 

・サピエの個人会員の登録を代行しています。 

・サピエの個人会員が発信するオンラインリクエストの中継（リクエス

ト送信や図書の配送）を行っています。 

「地域・生活情報」 

・施設・団体が所在する地域等の情報を登録し、全国に提供しています。 

 このほかにも、掲示板を通じて全国の施設・団体同士で「この本のデ

イジーデータをどこかで持っていませんか」「中学生の点字教科書を所蔵

していたら参考に見せてほしい」「新たにこの雑誌を製作するのでご利用

ください」「いつからいつまで、臨時休館します」などの細かな情報交換

や伝達を行い、施設・団体間でスムーズな協力体制と理解を深めること

ができるように努めています。ご不明の点は、当館までお気軽にお問合

せください。 
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７ 開館時間及び電話受付時間並びに６～８月の休館日 

 

開館時間及び電話受付時間：午前9時～午後5時 

 

６～８月の休館日： 

・6月の定例休館日（月曜日） 

4 日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月） 

・6月の臨時休館日（サピエコンピュータシステム置換え等のため） 

９日（土）～14日（木）・24日（日） 

・７月の定例休館日（月曜日及び祝日の翌日） 

２日（月）・9日（月）・16 日（月）・17日（火）・23日（月）・

30日（月） 

・８月の定例休館日（月曜日） 

６日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月） 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【編集後記：花より団子です】 

5 月某日朝、バス旅行の現地打ち合わせのため越後丘陵公園へ。この

日は下見でしたので駆け足でしたが、新緑まぶしい緑の千畳敷（芝生広

場）には遠足の子どもたちの歓声や音楽噴水のメロディー、そして鳥の

声。広～い敷地の空にこれらの音がほどよく響いて、初夏の賑わいを演

出していました。植栽ボランティアの方によれば、バス旅行実施の 6 月

10 日前後はバラが 8 分咲きとなり観賞のベストシーズンだとか。ます

ます当日が楽しみです。そして帰り際、なんと私と同じ名前のバラを発

見！10年、いや15 年位前に「キミの名前と同じバラだよ」なんて、誰

かからこの花をもらったりしていたら私の人生また違っていたかも

ね･･･などと妄想を広げつつ、売店の青ばらソフトクリーム（真っ青！）

をぺろりと試食して、午後は一路図書館へと戻った次第です。次号では、

バス旅行の実施報告を掲載予定です。（浅野） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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