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今号の内容 

1 お役立ち情報 ３ページ 

●日常生活訓練（新潟県視覚障害者福祉協会実施）のご案内 

・いきいきセミナー ボウリング 

・いきいきセミナー 楽しく歌って元気アップ 

●ジルヴェスター・コンサートのご案内 

●「障がい者ウォーク＆ジョグ・伴走・指導教室」のご案内  

 ●第 12 回全国障害者スポーツ大会上位入賞者のご紹介 

●新潟県視覚障害者福祉協会提供「ＢＳＮラジオスポット」12 月 

～2 月における放送時間のご案内 

2 図書紹介コーナー ７ページ 

 ●図書選定委員 市川能里子さん（十日町市）の図書紹介 

  「新潟のおせんべい屋さんが東京の女子中学生にヒット商品づく 

りを頼んだらとんでもないことが起こった！？」  

ROCKGIRLS 編著＋ツッコミ役 澤本嘉光 かんき出版 

3 功労表彰などの受章者の紹介 ９ページ 

●ボランティア 

・厚生労働大臣表彰・福祉ボランティア功労 

・新潟県知事表彰・社会福祉事業奉仕功労 

・鉄道弘済会・朗読録音奉仕者感謝の集い 

・新潟市社会福祉協議会（江南区）・点字図書館事業協力功労 

●利用者 

・第 10 回オンキヨー世界点字作文コンクール・優秀賞 

・第 62 回ヘレン・ケラー記念音楽コンクール・審査員特別賞 

4 連載・新潟県点字図書館のあゆみ 10 ページ 

 ●「私と新潟県点字図書館」第 9 回 山本安光 
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5 トーク広場 11 ページ 

●利用者 酒井久美子さん（新潟市北区） 

～今たのしんでいること～ 

6 10 月・11 月登録の新刊製作ボランティアの紹介 13 ページ 

 ●点訳 28 名、音声訳 21 名、デイジー編集６名、 

  点字図書校正 103 名、点字モニター21 名、録音図書校正 16 名 

7 点字図書館から 14 ページ 

●年末の図書貸出申込みについて 

●1 回で借りられる図書のタイトル限度数を増やしました 

 ●点字図書館利用者・ボランティア・職員の「三者交流会」の開催

のご案内 

●3.11 東日本大震災の被災者へ見舞金を送りました 

●デイジー図書を聞くための専用機器の操作説明を希望に応じて実 

施しています！ 

●当館製作録音雑誌の完全デイジー化のお知らせ 

 

８ 開館及び電話受付時間並びに 12～2 月の休館日 17 ページ 

 

巻末「日常生活支援機器情報コーナー」 

   情報掲載ご協力  

株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏 様 

 

※ 新刊案内（10～11 月分）・別冊 

点字 49 タイトル、音訳 54 タイトル 
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●日常生活訓練（新潟県視覚障害者福祉協会実施）のご案内  

 スポーツや文化活動を通じて社会参加を促進するため、新潟県視覚障

害者福祉協会が実施する日常生活訓練事業を紹介します。 

お問い合わせ及び参加申込をされる場合は、何れの事業も新潟県視覚

障害者福祉協会事務局へ電話（025-381-8130）でお願いします。 

（1）いきいきセミナー ボウリング（新潟、長岡及び上越会場） 

  何れの会場も、2 ゲーム行います。また、ゲーム料は障害者割引の

適用が受けられますので、障害者手帳をご持参ください。また、ガイ

ド等付添者がレーン席まで同行する場合は、本人の靴使用料の他に付

添者の靴使用料も必要です。 

★新潟会場 

日時：平成 25 年 1 月 18 日（金） 午後１時～3 時 

会場：ラウンドワン スタジアム 

  新潟市中央区美咲町 2-1-38  025-280-1322 

参加費：靴使用料３５０円 

申込み締切り：平成 25 年 1 月 10 日（木） 

★長岡会場 

日時：平成 25 年 2 月 10 日（日） 午後１時～3 時 

会場：ＰＯＰ ＢＯＷＬ（ポップボウル） 

   長岡市台町 2-4-56  025-837-5005 

参加費：靴使用料 300 円 

申込み締切り：平成 25 年 1 月 31 日（木） 

★上越会場 

日時：平成 25 年 2 月 25 日（月） 午後１時～3 時 

会場：上越レジャーランボウル 

   上越市下門前薬島 827-2  025-531-2030 

参加費：靴使用料３００円 

申込み締め切り：平成２５年２月１５日（金） 

その他：直江津駅に集合希望される方は、申込時に事務局へその旨 

 お伝えください。 

１ お役立ち情報 
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（2）いきいきセミナー 楽しく歌って元気アップ（長岡及び新潟会場） 

何れの会場も、ボイストレーナーの指導を受けながら発声練習と 

歌唱法のアドバイスを受けます。なお、申込みの際、ご自身の練習 

曲目を事務局へお伝えください。 

★新潟会場 

日時：平成 25 年 1 月 22 日（火） 午後１時～午後４時 

会場：チサンホテル 新潟市中央区笹口 1-1 

参加費：一人当たりお茶代５００円（ガイド等付添の方も同額です。）       

申込み締め切り：1 月 15 日（火） 

★長岡会場 

日時：平成 25 年 2 月 20 日（水） 午後１時～午後４時 

会場：セントラルコート すずらん館 

  長岡市東坂之上町 2-4-9  025-839-3507 

 参加費：一人当たりお茶代５００円（ガイド等付添の方も同額です。）

申込み締め切り：2 月 12 日（火） 

 

●「にいがたジルヴェスター・コンサート 2012」のご案内 

「ジルヴェスター」とはドイツ語で大晦日のことをいいます。音楽の

都ウィーンやベルリンなどで、大晦日に開かれている特別なコンサート

がジルヴェスターコンサートです。 

曲の終わりが新年の午前 0 時にピタリと一致する音楽によるカウント

ダウンは、指揮者、オーケストラ、聴衆が期待と緊張を高めつつ、会場

の心が一体となって新年の 0 時を迎えるため、その瞬間は異様な感動と

興奮に包まれます。 

日時：12 月 31 日（月） 午後 10 時～（開場は午後 9 時 15 分） 

会場：りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館） 

 新潟市中央区一番堀通町 3-2 

申し込み：りゅーとぴあ チケット専用ダイヤル 025-224-5521 へ 

チケット価格： 

ＳＳプレミア・ペア席 24,000 円（50 組限定） 

Ｓ席 9,000 円、Ａ席 7,000 円、Ｂ席 5,000 円 、Ｃ席 3,000 円 

当日の公演スケジュール： 

・午後 9 時 15 分 開場 
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・午後 9 時 30 分 開幕ファンファーレ ホワイエにて（東京交響楽団 

  ファンファーレ隊） 

オルガン・プレ・コンサート（山本真希） 

 ・第 1 部から第 4 部の演奏スケジュール演奏曲目（予定）は次のとお 

りです。   

≪第 1 部≫午後 10 時～  

「ヴィヴァ！ヴェルディ」 

歌劇《アイーダ》から、「エジプトの栄光～凱旋行進曲」 

歌劇《ナブッコ》から、「行けわが思いよ、金色の翼に乗って」 

歌劇《リゴレット》から、アリア「慕わしい人の名は」 

歌劇《椿姫》から、アリア「プロヴァンスの海と陸」、アリア「あ 

あ、そはかの人か～花から花へ」 

歌劇《イル・トロヴァトーレ》から、アリア「炎は燃えて」、ア 

  ンヴィル・コーラス 

≪第 2 部≫午後 11 時 5 分～ 

「ヴンダバ！ワーグナー」 

楽劇《ニュルンベルグのマイスタージンガー》前奏曲 

歌劇《タンホイザー》から、行進曲「歌の殿堂をたたえよう」 

楽劇《ローエングリン》から、第 3 幕への前奏曲、婚礼の合唱、 

「はるかな国に」  

≪第 3 部≫午後 11 時 45 分～ 

「カウントダウン」 

ワーグナー／歌劇《タンホイザー》序曲  

≪第 4 部≫1 日午前 0 時～  

「2013 年ニューイヤー・コンサート」 

吉松 隆／ファンファーレ新潟 

J.シュトラウスⅡ／喜歌劇《ウィーン気質》序曲 

クライスラー／ウィーン奇想曲 

J.シュトラウスⅡ／皇帝円舞曲  

終演： 1 日午前 0 時 45 分 

 

●「障がい者ウォーク＆ジョグ・伴走・指導教室」のご案内  

ウォーキングをしたい、ジョギングをしたい障がいのある方（特に視 
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覚に障がいのある方）と、その方達を取り巻く伴走者の皆さんに効率的

なウォーキング・ジョギングの方法（サポートするための技術や気配り

なども含みます。）を知っていただくことを目的に実施します。  

主催：特定非営利活動法人 日本スポーツボランティア・アソシェーシ 

ョン（NSVA） 

講師： 

・宇佐美 彰朗（旧吉田町のご出身） 

NSVA 理事長、東海大学名誉教授、オリンピック・マラソン競技の 

元日本代表選手、全国でウォーキングやランニングの指導活動 

・鈴木 邦雄 

NSVA 理事、日本盲人マラソン協会(JBMA)理事 

伴走歴 30 年以上、全国で 150 回以上の伴走教室を実施。この活動 

により 2011 年ランナーズ賞を受賞  

開催日時：平成 25 年 1 月 6 日（日） 10:00～17:00（予定）  

会場：新潟ふれ愛プラザ（ＪＲ亀田駅東口から徒歩３分） 

・〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽 1-9-1 

・TEL 025-381-8110  

実施内容：   

・講義 視覚障がいや伴走についての講義 

・実技 視覚障がい者と伴走者によるウォーキングやランニング実技  

参加費用：100 円（障害保険代として）  

参加者各自が用意するもの：ランニング用具（ウェア、内履き用シュー

ズ）、筆記用具、昼食 

申込み方法及び申込先：参加希望者は 、氏名、住所、年齢、性別 、電

話番号と共に下記により電話又はメールでお申込み下さい。その際、

視覚障がい等がある方は、その旨お知らせください。 

・電話での申込み ０２５－２３１－５７２０（川口・かわぐち） 

・メールでの申込み 次のホームページ「問い合わせ」より 

http://nbrckiduna.jimdo.com/info/event/kousyuukai/ 

申込み期限：平成 24 年 12 月 20 日（木）  

 

●第 12 回全国障害者スポーツ大会上位入賞者のご紹介 

第 12 回全国障害者スポーツ大会・ぎふ清流大会は、「輝けはばたけだ
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れもが主役」をスローガンに、去る 9 月 29 日から 10 月 9 日にかけて

岐阜県内を会場（セーリング競技は愛知県）に開催されました。 

当県出場選手（視覚障害部門）の上位入賞者を紹介します。 

【女子１部 陸上競技】 

 立ち幅跳び 第 1 位 1 メートル 84 センチ（大会新記録）牧口美鈴 

800 メートル 第 2 位 3 分 19 秒 20 牧口美鈴 

【男子２部 陸上競技】 

 立ち幅跳び 第 1 位 ２メートル 05 センチ 山田弘 

800 メートル 第１位 ２分 59 秒 97（大会記録） 山田弘 

【男子２部 卓球】 

 ＳＴＴ 第 1 位 4 点 五十嵐年和 

 

●新潟県視覚障害者福祉協会提供「ＢＳＮラジオスポット」12 月 

～2 月における放送時間のご案内 

 視覚障害者のための福祉事業に関する情報を提供しています。 

12 月の放送予定 

・8 日（土）午後 1 時 59 分頃・11 日（火）午後 5 時 29 分頃  

・19 日（水）午前 9 時 39 分頃・25 日（火）午前 11 時 18 分頃 

・27 日（木）午後 1 時 54 分頃 

１月の放送予定 

・４日（金）午後 3 時 49 分頃・9 日（水）午前 7 時 47 分頃 

・15 日（火）午前 10 時 30 分頃・23 日（水）午前 11 時 18 分頃 

・27 日（日）午後 4 時 5 分頃・31 日（木）午後５時 29 分頃 

２月の放送予定 

・4 日（月）午後 5 時 29 分頃・8 日（金）午後 1 時 30 分頃 

・12 日（火）午前 10 時 30 分頃・23 日（土）午前 12 時 59 分頃 

・25 日（月）午前 11 時 18 分頃・28 日（木）午前 7 時 29 分頃  

 

図書選定委員 市川能里子（いちかわ のりこ）さん 

「新潟のおせんべい屋さんが東京の女子中学生にヒット商品づくりを頼

んだらとんでもないことが起こった！？」 

２ 図書紹介コーナー 
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ROCKGIRLS 編著＋ツッコミ役 澤本嘉光  かんき出版 

今年の夏、とんでもなく長いタイトルのこの本が発売されたと新聞で

知り、「ああ、あのおせんべいのことね！」とピンときました。  

昨年、スーパーの店頭に「東京の女子中学生とのコラボ」という広告

文と共に山積みになって置かれていた、あのおせんべい・・・。もちろ

ん、私も買わせていただきました。おいしくて、何度も。 

おせんべい屋さんとは、「味しらべ」とか「黒豆せんべい」「ソフト豆

もち」「えびカリ」など、皆さんもその商品を絶対食べたことのある新潟

県長岡市の岩塚製菓です。東京の女子中学生とは、中高一貫教育の品川

女子学院の生徒さんということでした。その新商品は、「ペパっと」とい

うネーミングも若々しい上に、黒胡椒なんかがピリッと効いて若々しい

味で、パッケージもかわゆい・・・。「さすが若い女の子が関わるといい

感じだなー」と感心したものでした。 

この長―いタイトルの本は、その新商品ができるまでを記録したもの

です。 

この本を読んでびっくりしました。コラボって言ったって、ただ流行

に敏感な中学生ギャルが、新商品開発に悩んでいるオジ様社員にご意見

を述べて、若々しいおせんべいができたのでしょうと勝手に思い込んで

いたのですが、そんな生易しいものではなかったのです。 

田舎に住んでいる私は何にも知らなかったのですが、この品川女子学

院、通称品女（しなじょ)さん、知る人ぞ知るスーパーパワフルな学校な

のです。生徒たちが 28 歳になった時に社会でしっかり活動し続けてい

るための教養、企画力、開発力、コミュニケーション力を身に着けさせ

る「28 プロジェクト」なるものを実践しているのです。生徒さんたちが

真剣に商品開発に取り組み、クラスや学年対抗で企画力やプレゼン力を

競い合う姿には感動させられました。当然企業とのコラボもありで、東

京の有名な会社との仕事に関われる可能性もあるのですが、新潟県の、

しかもおせんべい屋さんとコラボすることに生徒さんたちも最初は戸惑

ったようです。 

対する岩塚製菓のコラボチームは、こちらも 28 歳前後の女子社員で

構成されています。岩塚製菓の女子社員、つまり岩女(いわじょ)、それを

英語にして ROCK GIRLS。彼女たちも女子中学生とのコラボに戸惑いな

がらも、次第に中学生のアイデアの新鮮さに意欲が高まっていきます。 
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本の構成は、開発の段階ごとに７章に分かれ、それぞれの章ごとに品

女さんのコラボ日記、岩女さんの本音トーク、有名なＣМプランナー澤

本嘉光さんのツッコミが掲載されています。 

本が面白くて、是非ともこの「ペパっと」を食べたくなったあなた！

残念ながら「ペパっと」は今年の 9 月をもって発売終了となりました。

悪しからず・・・・・ 

点字：製作中、デイジー：製作中 

ボランティア 

●厚生労働大臣表彰・福祉ボランティア功労 

（大臣感謝状／９月２９日） 

《デイジー編集》  石本ムツイ（いしもとむつい）  新潟市西区 

●新潟県知事表彰・社会福祉事業奉仕功労 

 （１０月２４日） 

《音訳》 横山トシ子（よこやまとしこ）  新潟市秋葉区 

《点訳》 小森和子（こもりかずこ）    柏崎市 

 （善行／１１月１２日） 

《音訳》 林章子（はやしあやこ）   長岡市 

●鉄道弘済会・朗読録音奉仕者感謝の集い  

（奨励賞／10 月２４日） 

《音訳》 石井千鶴子（いしいちづこ）    新発田市 

     冨所純子（とみどころじゅんこ）  見附市 

     布施みさ子（ふせみさこ）     五泉市 

●新潟市社会福祉協議会（江南区）・点字図書館事業協力功労 

 （１２月１日） 

《作業ボランティア》 平由希子（たいらゆきこ） 新潟市東区 

 

利用者 

●第 10 回オンキヨー世界点字作文コンクール 学生の部 優秀賞 

 ・勝又るい（南魚沼市・大学 1 年） 作品名「トビウオの羽」 

 ≪作品紹介≫  

３ 功労表彰受賞者等の紹介 
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新潟から治療に通う東京で、母と入った焼き鳥屋で歓待され、

初めてトビウオに触れる。その体験がまだ知らない世界を知り、

多くの人に出会いたい願望へと広がっていきます。 

●第 62 回ヘレン・ケラー記念音楽コンクール ピアノ 2 部（小学校高 

学年の部） 審査員特別賞 

・川崎春香（新潟市中央区・新潟盲学校小学部 5 年） 

11 月 10 日に東京都内で開催された視力に障害のある全国の児童・ 

生徒による音楽コンクールでの受賞です。 

 

「私と新潟県点字図書館 第９回」（山本 安光） 

点字図書館でのボランティア活動は、点字図書の製作に携わる点訳ボ

ランティアから始まり、録音図書の製作に携わる朗読ボランティア（現

在は音声訳ボランティア）、そして録音テープ再生機の普及とともに録音

図書や録音雑誌の貸出しが増えてきた平成元年（1989 年）からは、図

書館内の様々な作業をお手伝していただく作業ボランティアを一般から

募集しました。作業は録音図書や雑誌の貸出用テープのコピー、返却さ

れた録音テープの内容の消去が主なものでした。 

その当時、当館では利用者からのリクエストにより、週刊誌は「週刊

現代」「週刊朝日」「週刊ニュース」、月刊誌は「旅行読売」「東洋医学」「壮

快」「小説新潮」「川柳番傘」などを他の制作館から取寄せて、リクエス

ト分をコピーし同時に発送していました。リクエストが増えるにつれて

職員による作業が追い付かなくなってきたのです。 

募集したボランティアの手をお借りしながらマスターテープをコピー

用テープ３本に両面同時コピーをするのですが、利用者が多い雑誌は 20

回 30 回と繰り返して行わなければなりません。そしてコピーされたテ

ープ 1 本 1 本をカセットレコーダーで聞いて確認し、郵送袋に入れるこ

とが作業でした。徐々に作業の範囲は広がり、毎日返却される図書の点

検、新たに製作される図書の装丁（点字や墨字でのタイトルの印字）、点

訳の読合せ、メールにいがたの印刷・発送等などの作業を行ってもらっ

４ 連載・新潟県点字図書館のあゆみ 
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たりと、現在に至るまでこれらの作業はボランティアの皆さんに支えら

れています。（最近は、情報伝達手段の変化によりテープ雑誌に代わって

ＣＤ録音のデイジー雑誌が主流になり、週刊誌、月刊誌、季刊誌等合わ

せて約 100 誌程度のデイジー雑誌を取扱っています。） 

このような、作業ボランティア導入がきっかけとなり、新潟県点字図

書館にオリジナルのテープ雑誌が生まれました。当時、連合会の会長で

もあった長岡市朗読奉仕会（現：長岡音声訳の会）の会長で渡辺勇（わ

たなべいさむ）さんが会員をまとめて製作した「トピックス悠久」です。

これは、毎日の新聞紙面からテレビ・ラジオで報道されない小さな記事

など身近な出来事を編集したもので、最初は 60 分以内に編集したもの

でした。現在はニュース内容が充実して 90 分にも膨らみ新潟県のオリ

ジナル雑誌として根強い人気を得ています。その後、同会から「文芸え

ちご」、三条市の音声訳虹の会から「ラジオ深夜便」なども製作され、作

業ボランティアの手によって新潟県内の利用者だけではなく、県外施設

にも発送されています。 

 

 

利用者 酒井久美子さん（新潟市北区） 

～今楽しんでいること～ 

私は今、新潟市東区の治療院でマッサージの仕事をしています。毎日

が会社と自宅の往復ばかりだった私が仕事の後の時間を楽しく過ごせる

場所をみつけたので、そのことを書いてみたいと思います。 

 私は盲学校の部活でフロアバレーと万代太鼓をやっていました。どち

らも社会人のサークルがあって、先輩方から誘われたこともありました

が、私は「学生の時にできなかったことに挑戦したい」という理由で入

会しませんでした。 

 学校を卒業してしばらくたって、学生の頃のようになにかに打ち込み

たいと思うようになりましたが、そのきっかけがなかなかみつけられま

せんでした。そんな時、私の通える範囲に新しいスポーツクラブができ

５ トーク広場  
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ると聞いたので、早速内覧会に出かけました。 

設備も雰囲気も気に入ったので入会することにしましたが、一人では

難しいので母親にも入会してもらい、一緒に通うことになりました。障

害のある会員はほとんどいなくて、視覚障害者の入会は初めてのようだ

ったので、スタッフがどんな対応をしてくれるか不安でした。 

でも、いざ通ってみると、スタッフのみなさんはとても優しく、エア

ロバイクやランニングマシンなどの使い方を丁寧に教えてくださったの

でほっとしました。プールでは、スタッフだけでなくいっしょにレッス

ンに参加したお客さんともなかよくなり、今では世間話ができるまでに

なりました。障害者ばかりの世界で生きてきた私にとって、一般の人と

出会うことができる大切な時間です。 

 私は仕事が早く終わった時や休みの日しか通えませんが、スポーツク

ラブにいる時は現実を忘れて心も体も解放される感じがします。帰りの

電車に乗るころには仕事の疲れもどこかへ消えてしまうようで、とても

元気になります。 

 障害の有無に関わらず楽しく利用できる場所だと思いますが、一つ問

題があります。それは、会員登録をしている人でなければ障害者の介助

であっても利用できないということです。 

 つまり、私たち視覚障害者はガイドヘルパーを伴って利用するのは難

しいのです。１回ごとに利用料を払えば入ることはできますが、かなり

高額です。料金は障害当事者の負担になるので、定期的に通うことはで

きません。せめて公的なヘルパーなどの同伴を許可して欲しいものです。 

 そのためには私たちが声を上げていかなければならないと思います。

障害があっても気軽に楽しい時間を過ごせる場所がもっと増えることを

期待しています。 
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６ 10 月・11 月登録の新刊製作ボランティアの紹介 

（五十音順敬称略） 

（点訳）明村弘子/伊井弘子/飯塚知子/市川ユキエ/伊藤いつよ/大島美奈

岡本敞子/風間百合子/加藤良子/金田直子/鎌田勝七/木伏美佐子 

木村明子/呉井康子/佐藤美智子/柴田弘子/周佐慶子/高井和代/高橋朗子 

瀧澤和子/田村真佐子/忠邦夫/都築典子/布川登美子/増田清江/三間榮治 

村山治子/山本喜美子 

（音声訳）伊藤房子/井上ユウ子/遠藤直子/大関江美子/加藤美起子 

嘉藤百合/川瀬玲/窪田佐代子/小松栄子/斉藤正子/坂井信子/須藤幸代 

数藤洋子/髙橋千恵子/高橋憲子/高橋典子/冨所純子/羽賀ゑみ 

前田久美子/増田喜代子/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 

平成 24 年図書の校正・モニターボランティア 

 当館での点字・録音図書製作をすすめる中で、原本との照合などの校

正は正確な図書製作に欠かせない作業の一つです。この１年間校正やモ

ニターチェックにご協力いただいたボランティアの方々および利用者の

方々をご紹介いたします。１年間ありがとうございました。 

（点字図書校正）相田詩子/明田川美子/安達文子/伊井弘子/飯塚知子 

五十嵐陽子/井口和子/池上孝治/池田慎子/石田絢子/石田幸夫 

和泉美智/市川トシ子/市川ユキエ/伊藤いつよ/今田ふみ/巖和郎 

岩崎瑠美子/大島美奈/大竹とも子/小方文代/岡本敞子/荻野妙子 

加古川成子/春日カズエ/加藤良子/金子孝子/金田直子/鎌田勝七 

川上幸子/菊地啓子/木伏美佐子/木村明子/熊木留美子/呉井康子 

桑原勝枝/剱持文子/小島さち子/小林フユ/小林みつ子/小林美代子 

小森和子/小柳泠子/坂爪文子/佐藤久美子/佐藤修子/佐藤スミ 

佐藤智子/佐藤房子/佐野朝子/塩野実/塩谷サトミ/下妻逸子 

周佐慶子/白井順子/菅井茂子/鈴木恵子/関恵一/高井和代/高鴨良子 

高桑和子/高田忍/高橋朗子/瀧澤和子/竹内利佳子/武本寿子 

田辺澄恵/田辺のり子/田村真佐子/千葉ヒロ子/忠邦夫/都築典子 

富樫栄子/友坂キミ子/冨井タミ/外山玲子/内藤京子/中林喜久枝 

中村和巳/中村京子/難波美津子/新田見明子/根岸孝子/橋本美智 

長谷川寅一/廣田千代子/笛田加代子/堀水克也/本間恭子/増田清江 
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松沢直子/松原勝治/三間榮治/皆川貞子/宮川絢子/宮崎玲子 

村山治子/罇和也/森玲子/弥田カウ/山本喜美子/横山ルミ子 

渡辺洋子 

（点字図書モニターチェック・触読）井上克己/牛腸さち子 

須佐ヒトイ/高橋直人/田中貞夫/広川良之/本間のり子/水戸嘉左衛門 

柳美也子/山本安光 

（点字図書モニターチェック・墨字対面校正など） 

荒木和子/宇津野桂子/金子了子/呉井康子/小池博美/小林恭子 

佐藤久美子/柴田弘子/鈴木桂子/瀧澤和子/諸橋茂 

（録音図書校正）遠藤直子/金子正/鯉江初子/小林喜代子/小松栄子 

近藤信江/斉藤正子/佐合ヒロ子/笹原智子/高橋百合子/竹内陽子 

中村一江/林章子/前田久美子/山口明美/吉倉千恵 

 

 

７ 点字図書館から 

●年末の図書貸出申込みについて 

 年末の図書貸出のお申込みは、12 月 20 日（木）17 時までに電話や

E メールなどの方法でお願いいたします。貸出希望が非常に集中する時

期ですので、お早目のお申込みにご協力をお願いいたします。 

●1 回で借りられる図書のタイトル限度数を増やしました 

デイジー図書再生機の普及等に伴い、貸出しタイトル数を増やして欲

しいとのご要望が多くなってきたことを受け、「新潟県点字図書館閲覧及

び貸出規程」をこのほど改正し、1 回当たりの貸出し限度数を増やして

10 タイトルまでとしました。 

 読んでみたい本・聞いてみたい本など、先ずは点字図書館へ照会して

ください。 

●「点字図書館の利用者・ボランティア・職員との三者交流会」のご案

内！ 

 よりニーズにあった情報を提供し、より利用しやすい点字図書館とな

るためには？ 

当館の利用者、ボランティア、職員との交流会を開催します。それぞ

れの立場での意見交換を通じ、更に工夫を重ねていきたいと思います。
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皆さんの貴重な声をお聞かせください。 

 開催日、内容等は、次のとおりです。なお、会場の都合から先着 40

名で締め切らせていただきます。 

開催日：12 月 19 日（水） 

参加費（食事代）：一人 4,000 円（第 2 部に参加される方のみで、付添 

人も同額となります。） 

時間：午後４時 30 分～午後 8 時 30 分 

申込み方法：12 月 15 日（土）までに、電話又はメールで点字図書館三

者交流会係へお申込みください。 

内容：第 1 部と第 2 部があり、それぞれの内容、時間帯等は次のとおり 

です。 

≪第 1 部≫  

意見交換会：点字図書館の情報提供サービス等に関し、利用者、ボラ 

 ンティア、職員が常日頃感じていることについて、自由に意見交換 

を行います。 

時間：午後 4 時 30 分～午後５時４５分 

 場所：新潟駅南口 プラーカ１の２階 新潟大学駅南キャンパス 

「ときめいと」講義室Ｂ 

≪第 2 部≫ 

交流会：食事等を共にしながら相互理解と交流を深めていただきます。 

 時間：午後 6 時 00 分～午後 8 時 30 分 

 場所：新潟駅南口 プラーカ１の４階 チサンホテル「湯沢の間」 

 

●3.11 東日本大震災の被災者へ見舞金を送りました 

 平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃に発生した日本の三陸沖を震源

とするマグニチュード 9.0 の大地震。地震とそれに伴う津波や原発事故

による被害は未曽有のものとなりました。そして被災者の皆さんは被災

後 2 度目の冬を迎えようとしています。被災地の皆様には心からお見舞

い申し上げます。 

 当館では、職員はじめ来館者の方々にも呼びかけをし、この大震災に

よる被災者支援のための募金を 1 月から行って参りました。先月 15 日

に募金額を確認したところ、１０，０３８円が寄せられていましたので、

郵便局を通じ日本赤十字社・東日本大震災義援金として被災地へ送らせ

http://d.hatena.ne.jp/keyword/3%B7%EE11%C6%FC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%CE%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%CC%B8%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%CC%B8%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E2%A1%BC%A5%E1%A5%F3%A5%C8%A5%DE%A5%B0%A5%CB%A5%C1%A5%E5%A1%BC%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%C3%CF%BF%CC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C4%C5%C7%C8
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ていただきました。 

ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

●デイジー図書を聞くための専用機器の操作説明を希望に応じて実施し

ています！ 

デジタル録音方式によるデイジー図書は、音がクリアで、聞きたいと

ころにしおりの印を幾つでも付けられ、聞きたい所へ即座に移動できる

など、とても聞きやすく使い勝手のよい図書です。 

このデイジー図書を聞くためには、プレクストーク等の音声再生機が

必要です。当館では、プレクストークを初めて使われる方、もっと様々

な使い方や高度な使い方をマスターしたい方を対象に、ご要望に応じて

自宅や最寄りの社協及び公的な施設に職員を派遣し、機器の使用説明会

を開催しています。 

プレクストーク等の音声再生機の使い方を知りたい、もっと上手に使

いたいと思っている方は、ご遠慮なく当館にお申込みください。 

 

●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

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に鑑み、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

ク等のデイジー図書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市町村へ申請す

ることができますので、お住まい地域の福祉担当課へお問い合わせくだ

さい。 

なお、身体障害者手帳の障害等級が 3 級～5 級で、日常生活用具が支

給 

対象外の方に対しては、当館で再生専用機の優先貸出を行っています。

貸出しを希望される場合は、当館へお申し出ください。 
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８ 開館時間及び電話受付時間並びに 12～2 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 

 

・１２月の定例休館日（月曜日と祝日の翌日、年末年始） 

3 日（月）・10 日（月）・17 日（月）・24 日（月）・25 日（火）・ 

29 日（土）・30 日（日）31 日（月） 

・1 月の定例休館日（月曜日と祝日の翌日） 

1 日（火）・2 日（水）・３日（木）・7 日（月）・14 日（月）・ 

15 日（火）・21 日（月）・28 日（月） 

・２月の定例休館日（月曜日と祝日の翌日） 

4 日（月）・11 日（月）・12 日（火）・18 日（月）・25 日（月） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【編集後記：冬の到来】 

 心地よい秋もあっという間に過ぎ去り、朝晩の風の冷たさに冬の到

来をしみじみと感じています。澄んだ冬の空気は、すべてを輝かせる

ようです。こんな寒い時季は温かいものが恋しくなりますね。お鍋や

こたつなどほっとするもので温まりたくなります。また人の温かさ・

やさしさがより一層じんわりと感じられるものです。 

皆様の師走がそんな温かさに満ちたものであることをお祈りいたし

ます。（斉藤） 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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日常生活支援機器情報コーナー(no.3) 
 

「Windows ８」購入の注意点 

2012 年 10 月、3 年ぶりに新しい OS「Windows 8」が発売となりまし

た。この OS について視覚障害のある方が理解しておいた方が良い点は 

１．タッチ操作の導入 

２．Metro とデスクトップの概念 

３．ナレーターの強化 です。 

タッチ操作とは「ｉＰｈｏｎｅ」などのように画面に触れて文字入力できる

という機能のことです。これにより、健常者はキーボードがなくても、画面上

に触れることにより、文字入力が可能となっています。この特徴を生かすため

に、ノートパソコンの形も今までのものと比べ変化してきています。今までの

ノートパソコンは表が蓋でしたが、Windows 8 への対応のために表が画面に

なっており、ずらすとキーボードが現れるといったものも出ています。 

Metro とデスクトップの概念は複雑です。Metro モードで動くソフトは基

本的にマイクロソフトのショップからダウンロードしたり購入するものとな

っています。これも「ｉＰｈｏｎｅ」と同じで、ホームページからのインスト

ールやＣＤからのインストールは一切できません。「Metro 対応のみ」と言っ

た「Windows RT」モデルを購入すると PC-Talker 8 など視覚障害者用の

ソフトを後から入れたくても使用することはできません。購入には注意が必要

です。 

ナレーターの強化は私たち視覚障害者にとってはとてもうれしい話です。音

声化ソフトを入れなくてもある程度までの音声仕様が可能となっています。例

えば家族の「Windows 8」のパソコンで「Windows キーと Enter」を同時

に押すと、ちゃんと日本語でアイコンなどをある程度読み上げてくれます。知

識がある視覚障害者なら健常者のパソコンの無線の設定などを自力で行える

でしょう。しかし、漢字変換などを音声で読むわけではありませんので、PC-

Talker や JAWS と言った Windows の音声化ソフトは必要となります。 

私事ですが、毎週金曜日にインターネットラジオ番組を配信しております。

私が日常感じたことなどを音楽を交えての約３０分の番組です。インターネッ

トやスマートフォンからもお聞きになれます。 

ラジオジャパン：http://www.radiojapan.jp/ 
 

記事掲載ご協力 

株式会社ラビット代表取締役 荒川 明宏 様 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-7  

スカイパレス 401 

TEL 03-5292-5644  FAX 03-5292-5645 

E-mail：eigyo@rabbit-tokyo.co.jp 
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